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農業振興要望

妻とあじさい祭り

委員会質疑

立憲民主党愛媛県第３区総支部公報

寒川での改元奉祝式

ながえ孝子参院選

コロナ対策の委員会

・ 春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染
拡大を許してしまった可能性大。新型コロナ水際対策の徹底を！

厚労委

20200306

・ 日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続
せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際
標準でもある９月にするべき！

厚労委

20200306

・ インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」の、新型コロナに対する
効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！

厚労委

20200306

・ 対コロナセーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしを原則に！ 地方創生委

20200319

・ 入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委をさらに追及） 地方創生委

20200407

・ 休校のお願いと同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生で
の優先的な早急の導入を！

地方創生委

20200407

・ 新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認
め、診療報酬も引き上げるべき！

地方創生委

20200407

・ 雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ 厚労委

20200414

・ 雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！ 厚労委

20200414

・ 派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ 厚労委

20200414

・ コロナ対応給付金コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ 厚労委

20200414

・ コロナ対応給付金７月以降も対象に！連続的、定期的な給付に！ 厚労委

20200414

・ コロナ対応給付金年金生活者も対象に！ 厚労委

20200414

・ 借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！ 厚労委

20200414

・ リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になっても金融庁は柔軟に扱うべ
し！

厚労委

20200414

・ アビガンは他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し
緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及)

厚労委

20200414

・ 新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッ
センシャル・ワーカーの職場に優先せよ！

厚労委

20200424

・ 現高３生の入試を公平に！ 厚労委

20200513

・ 介護施設、スタッフへの支援を！ 厚労委

20200513

・ 雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！ 厚労委

20200513

・ 持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！ 地方創生委

20200520

・ 固定資産税の軽減拡大を！ 地方創生委

20200520

・ 税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！ 地方創生委

20200520

・ 接触者は全員だ！出張やボランティア等社会活動にも検査を！ 厚労委

20200819

・ 医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！ 厚労委

20200819


国会活動プレゼンテーション

				地域活性化への要望 チイキ カッセイカ ヨウボウ

								地域1 チイキ		新幹線次は四国の番		20180215予算委員会（石井啓一国交相）

								地域2 チイキ		スーパー・サイエンス・ハイスクールを西条高校に		20180327文科省内定

								地域3 チイキ		コンパクトシティモデル都市に西条市を
「糸プロジェクト」、「石鎚山ハイウェイオアシス」リニューアル支援
国の「地方再生コンパクトシティ」モデル都市に四国で3都市、愛媛県内で唯一西条市が選定2018年度 イト イシヅチ ヤマ シエン ネンド		20180330国交省選定

								地域4 チイキ		ＣＬＴ（直交集成板）普及を		20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁） ダイ

								地域5 チイキ		東予港整備(中央港ほぼ完成）		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ

								地域6 チイキ		所有者不明土地対策
（公の管理へ）		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ

								地域7 チイキ		空き家対策を国として取組め		20180316地方創生委

								地域8 チイキ		下水道整備の見通し周知を		20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ

								地域9 チイキ		キラリと光る地方大学づくりに東予のモノづくりを(CNFなど)		20180316地方創生委

								地域10 チイキ		技能実習生制度充実を（業種と年限で）		20180215予算委員会（法務相）

								地域11 チイキ		三島川之江港整備を		20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ

								地域12 チイキ		１１号バイパス(大生院-萩生完成へ）		20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円

								地域13 チイキ		モノづくりの３交代勤務者へ
配慮を働き方改革で		20180215予算委員会（厚労相）

								地域14 チイキ		信号機をＡＩ（人工知能）で
制御し渋滞緩和を		20180316地方創生委

				国民生活向上への要望 コクミン セイカツ コウジョウ ヨウボウ

								国民1 コクミン		生活できる年金への改革
着手を（手取りベースで一定金額以下に下がらないようにすべき)

								国民2 コクミン		「ねんきん定期便」「ねんきんネット」は年金が将来減らされることを加味して開示を		20171124厚労委、20180330厚労委

								国民3 コクミン		介護サービスの自己負担上限設定を応能負担に		20180330厚労委

								国民4 コクミン		子どもの生活底上げ法案
議員立法提出・答弁		20180330衆議院本会議

								国民5 コクミン		安心労働社会実現法案
議員立法作成（働き方改革法案の対案として）		20180508衆議院事務総長 ジム ソウチョウ

								国民6 コクミン		裁量労働制拡大法案の基礎
となったデータはおかしいゾ!		20180215予算委員会（厚労相）

								国民7 コクミン		高度プロフェショナル（残業代ゼロ）制度は削除を		20180323厚労委

								国民8 コクミン		標準報酬月額決定方法の
公平性の確保を		20180323厚労委

				地域活性化への要望

								地域21 チイキ		四国中央市、特に旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、お医者さん不足の是正を！
地域医療介護総合確保基金、交付金（自治体病院、医学部地域枠）を！
公立学校共済組合本部病院部訪問・意見交換
愛媛県地域医療支援センター（高田清式センター長）訪問・意見交換		20190410厚労委

								地域22 チイキ		紙製容器包装などの雑がみのリサイクルを全国でもっと行ない、製紙の原料を低価格で大量供給しよう！		20180615地方創生委

								地域23 チイキ		東京五輪で開会式・閉会式での新居浜太鼓祭り、四国中央市の書道パフォーマンス、西条だんじり祭りの演技披露を！		20190227予算委員会第4分科会
 ダイ

								地域24 チイキ		西条市のだんじり祭り、・新居浜市・四国中央市の太鼓台祭りの山・鉾・屋台行事のユネスコの無形文化遺産登録の見通しをつけよう！		20190227予算委員会第4分科会

								地域25 チイキ		地元の大切な公共インフラである１.国道１１号新居浜バイパスの推進、２.三島川之江港ガントリークレーンの新設、３.東予港の整備について質問主意書にて要望!		201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90

								地域26 チイキ		東予でイノシシ、サル、シカやハクビシンの被害が大きくなってきており、有害鳥獣対策のプロを養成すべき！		20190319地方創生委

								地域27 チイキ		地域の宝、埋蔵文化財発掘に地権者への配慮を！		20190319地方創生委

								地域28 チイキ		所有者不明農地について、土地の所有は、その土地を使う人や公（おおやけ）に管理や所有移転もできる制度創設を！ ショユウシャ フメイ ノウチ トチ ショユウ トチ ツカ ヒト コウ カンリ ショユウ イテン セイド ソウセツ		20180615地方創生委

								地域29 チイキ		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		201812第197回臨時国会質問主意書96

								地域30 チイキ		愛媛の豪雨災害に至急対処を！ダム操作の変更、水位計増設、川ざらい強化、がけ崩れ危険除去、専門家チームの派遣、農道、溜池の補修を！		20180719災害対策特別委員会



				国民生活向上への要望

								国民21 コクミン		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！		20180706厚労委、20190312厚労委

								国民22 コクミン		究極の残業代ゼロ働かせ放題の高度プロフェッショナル制度を削除し、
労使が合意できる真の働き方改革を！
大臣にただすだけでなく議員立法を立案提出し、
本会議反対討論でも具体的な提案を行いました		20180508衆院事務総長室議員立法提出、20180509厚労委議員立法趣旨説明、20180511厚労委、20180531衆議院本会議働き方改革法案討論 ソウ

								国民23 コクミン		顧客によるハラスメント（カスタマーハラスメント）防止法案成立を！		20190419厚労委

								国民24 コクミン		介護人材確保法案、保育士等処遇改善法案、「産後ケアセンター（街なかの実家）」法案議員立法策定・提出		20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ

								国民25 コクミン		シングルマザーへの養育費支払いを法律で強化を！		20190419厚労委

								国民26 コクミン		少子化対策として子だくさんな人が多い健康保険組合に助成金を！		20181205厚労委

								国民27 コクミン		地方自治体でも同一労働同一賃金を実行すべき！		20181205厚労委

								国民28 コクミン		障がい者雇用：民間にペナルティを強いながら、政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ!強い再発防止策を！		20181121厚労委参考人質疑

								国民29 コクミン		五輪を迎える日本が国際標準にも恥ずかしくない受動喫煙防止を！		20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問

								国民30 コクミン		インフルエンザの予防接種の子育て家庭等への負担減を！		20190410厚労委



				２０１９０４１９以降 イコウ



		A		B		C		D		E		F

		26		地 チ		1		1		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）量産化への支援強化と知財の啓発を！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		17		地 チ		1		2		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ		20191112地方創生委				・		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！		地方創生委
20191112

		27		地 チ		1		3		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ コクサイ テキ		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		18		地 チ		1		4		水源の森林が外国人に買われていないか？		20191112地方創生委				・		水源の森林が外国人に買われていないか？		地方創生委
20191112

																・		林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！ ホウキ フセ タメ		地方創生委
20200520

		14		地 チ		1		5		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ		20191030厚労委				・		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ジチタイ		厚労委
20191030

		20		地 チ		1		6		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ		20191119地方創生委				・		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！		地方創生委
20191119

		13		地 チ		1		7		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン		20191030厚労委				・		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！		厚労委
20191030

		15		地 チ		2		1		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！		20191112地方創生委				・		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年比実質約４２億円増加！		地方創生委
20191112

		12		地 チ		2		2		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン		20191030厚労委				・		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン		厚労委
20191030

		16		地 チ		2		3		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン		20191112地方創生委（地方創生相）				・		新幹線次は四国の番か		地方創生委
20191112

		35		地 チ		2		5		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！		20200319地方創生委				・		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！		地方創生委
20200319

		7		地 チ		2		6		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！ アラタ キセイ ドウニュウ セッテイ カ ヨクセイ		20190425地方創生委				・		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！
家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！		地方創生委
20190425

		39				3		1		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！		20200407地方創生委				・		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！		地方創生委
20200407

		22		地 チ		3		2		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン		20191122厚労委				・		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！		厚労委
20191122

		21		地 チ		3		3		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ		20191119地方創生委				・		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で		地方創生委
20191119

		23		地 チ		3		4		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ		20191122厚労委				・		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！		厚労委
20191122

		28		地 チ		3		5		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		32		地 チ		3		6		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！		20200306厚労委				・		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！		厚労委
20200306

		19		地 チ		3		7		点字ブロックの一斉点検を！		20191112地方創生委				・		点字ブロックの一斉点検を！		地方創生委
20191112

		34		地 チ		3		8		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！		20200319地方創生委				・		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！		地方創生委
20200319



		29				4		1		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ		20200306厚労委				・		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。新型コロナ水際対策の徹底を！ シンガタ		厚労委
20200306

		30				4		2		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ		20200306厚労委				・		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！		厚労委
20200306

		31				4		3		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン		20200306厚労委				・		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」の、新型コロナに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！		厚労委
20200306

		33				4		4		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！		20200319地方創生委				・		対コロナセーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしを原則に！ タイ		地方創生委
20200319

		37				4		5		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ		20200407地方創生委				・		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委をさらに追及）		地方創生委
20200407

		36		地 チ		4		5.5		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！		20200407地方創生委				・		休校のお願いと同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！		地方創生委
20200407

		38				4		6		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！		20200407地方創生委				・		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！		地方創生委
20200407

		40				4		7		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン		20200414厚労委				・		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！		厚労委
20200414

		41				4		8		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！		20200414厚労委				・		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！		厚労委
20200414

		42				4		9		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン		20200414厚労委				・		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！		厚労委
20200414

		43				4		10		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ タイオウ キン		厚労委
20200414

		44				4		11		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金７月以降も対象に！連続的、定期的な給付に！		厚労委
20200414

		45				4		12		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金年金生活者も対象に！		厚労委
20200414

		47				4		14		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！		20200414厚労委				・		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！		厚労委
20200414

		48				4		15		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁は柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ジュウナン アツカ		20200414厚労委				・		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になっても金融庁は柔軟に扱うべし！		厚労委
20200414

		49				4		16		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ		20200414厚労委				・		アビガンは他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し
緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及)		厚労委
20200414

																・		新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッセンシャル・ワーカーの職場に優先せよ！		厚労委
20200424

																・		現高３生の入試を公平に！		厚労委
20200513

																・		介護施設、スタッフへの支援を！		厚労委
20200513

																・		雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！		厚労委
20200513

																・		持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！		地方創生委
20200520

																・		固定資産税の軽減拡大を！		地方創生委
20200520

																・		税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！		地方創生委
20200520

																・		接触者は全員だ！出張やボランティア等社会活動にも検査を！		厚労委
20200819

																・		医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！		厚労委
20200819



		1								自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！		20190419厚労委				・		自社労働者が、他社の従業者によりハラスメントを受けた場合の救済を！		厚労委
20190419

		2								フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！		20190419厚労委				・		フリーランス・就活生へのセクハラ被害を救済できるように！ ヒガイ		厚労委
20190419

		3								カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ		20190419厚労委				・		カスタマーハラスメント規制強化を！		厚労委
20190419

		4								男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ		20190419厚労委				・		男性の家事、子育て分担の後押しを！		厚労委
20190419

		5								放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！		20190425地方創生委				・		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！		地方創生委
20190425

		6								公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ		20190425地方創生委				・		公民館の議員による集会利用確保を！
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可を確認		地方創生委
20190425

		8								児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ		20190517厚労委				・		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！		厚労委
20190517

		9								雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス		20190517厚労委				・		雇用保険加入条件と給付条件が異なり保険金をもらえない問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホケンキン		厚労委
20190517

		11								温熱療法の保険適用条件の周知を！		20191030厚労委				・		がん温熱療法の保険適用条件の周知を！		厚労委
20191030

		50								骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ		20200414厚労委				・		骨髄移植後のワクチン再接種は国の制度化をすべき！		厚労委
20200414

		51								介助犬のさらなる普及を！		20200414厚労委				・		介助犬のさらなる普及を！		厚労委
20200414

		24				5		2		基礎年金も非課税に！		20191122厚労委				・		基礎年金も非課税に！		厚労委
20191122

		25				5		3		障がい基礎年金の増額を！		20191122厚労委				・		障がい基礎年金の増額を！		厚労委
20191122

		53				5		5		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！		20200424厚労委				・		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！		厚労委
20200424

		10				5		1		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ		20191030厚労委				・		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！		厚労委
20191030

																・		基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！		厚労委
20200424





		55				5		7		日本年金機構の徴収権限を強化すべき！ チョウシュウ ケンゲン		2020厚労委				・		日本年金機構の徴収権限を強化すべき！

		56				5		8		被用者保険非適用業種はなくして、被用者保険の対象を拡大するべき！		2020厚労委				・		被用者保険非適用業種はなくして、被用者保険の対象を拡大するべき！
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国会活動管理表

										20100225予算委第8分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ						20100225予算委第8分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ

										20100317経産委 ケイサン イ						20100317経産委 ケイサン イ

										20110225予算委第4分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ						20110225予算委第4分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ

										20110729経産委 ケイサン イ						20110729経産委 ケイサン イ

										20111026厚労委 コウロウイ						20111026厚労委 コウロウイ

										20120417厚労委 コウロウイ						20120417厚労委 コウロウイ

										20120530社保税一体改革特別委 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ						20120530社保税一体改革特別委 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ

										20120622社保税一体改革特別委-答弁 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ トウベン						20120622社保税一体改革特別委-答弁 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ トウベン

										20120810参-社保税一体改革特別委-答弁 サン シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ						20120810参-社保税一体改革特別委-答弁 サン シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ

						(厚労1124) コウロウ		年金で尊厳ある生活を! どれだけ下がるか個別に知らせよ! 介護保険料の段階設定で所得の配慮を! 		20171124n厚労委-年金介護保険料		1				20171124厚労委				(厚労1124) 年金で尊厳ある生活を! どれだけ下がるか個別に知らせよ! 介護保険料の段階設定で所得の配慮を! 		介護保険料の段階設定で所得の配慮を！ ダンカイ セッテイ ショトク ハイリョ		介護保険料の課税状況別段階設定の仕方で低所得者配慮を カゼイ ジョウキョウ ベツ ダンカイ セッテイ シカタ テイショトクシャ ハイリョ

				国民1 コクミン						20171124n厚労委-年金介護保険料		2		n		20171124厚労委						年金で尊厳ある生活を！ ネンキン		生活できる年金への改革着手を

				国民2 コクミン						20171124n厚労委-年金介護保険料		2.1				20171124厚労委						年金どれだけ下がるか個別に知らせよ！ ネンキン サ コベツ シ		「ねんきん定期便」「ねんきんネット」は年金が将来減らされることを加味して開示を

				国民6 コクミン		(予算0215) ヨサン		四国新幹線! 夜間シフト処遇向上を! 技能実習生制度改善を! 国民年金を実質減らすな! 裁量労働制のデータでたらめ？		20180215予算委員会（厚労相）		1				20180215予算委				(予算0215) 四国新幹線! 夜間シフト処遇向上を! 技能実習生制度改善を! 国民年金を実質減らすな! 裁量労働制のデータでたらめ？		裁量労働制のデータでたらめ？ サイリョウ ロウドウ セイ		裁量労働制拡大法案の基礎
となったデータはおかしいゾ!

				地域1 チイキ						20180215予算委員会（石井啓一国交相）		2		n		20180215予算委						四国新幹線！ シコク シンカンセン		新幹線次は四国の番

				地域13 チイキ						20180215予算委員会（厚労相）		3				20180215予算委						夜間シフト処遇向上を！ ヤカン ショグウ コウジョウ		モノづくりの３交代勤務者へ配慮を働き方改革で

				地域10 チイキ						20180215予算委員会（法務相）		4				20180215予算委						技能実習生制度改善を！ ギノウ ジッシュウセイ セイド カイゼン		技能実習生制度充実を（業種と年限で）

										20180215予算委員会（厚労相）		5				20180215予算委						国民年金を実質減らすな！ コクミン ネンキン ジッシツ ヘ

				地域6 チイキ		(予算分科0226) ヨサン ブンカ		三島川之江港･東予港整備促進! CLT普及を! 所有者不明土地対策を! 下水道整備に見通しを! 		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ		1		n		20180226予算委8分科会				(予算分科0226) 三島川之江港･東予港整備促進! CLT普及を! 所有者不明土地対策を! 下水道整備に見通しを! 		所有者不明土地対策を！ タイサク		所有者不明土地の所有者データ整備（公の土地管理も） ショユウシャ セイビ オオヤケ トチ カンリ

				地域11 チイキ						20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ		2				20180226予算委8分科会						三島川之江港整備を！		三島川之江港さらに整備を！

				地域5 チイキ						20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ		2.1				20180226予算委8分科会						東予港整備促進！ ソクシン		東予港整備で中央港ほぼ完成、その後も！ アト

				地域8 チイキ						20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ		3				20180226予算委8分科会						地方の下水道整備に見通しを！ ミトオ		下水道整備の見通しをつけ周知して！

				地域4 チイキ						20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁） ダイ		4				20180226予算委8分科会						CLT（直交集成板）の普及を！		ＣＬＴ（直交集成板）普及を！

				地域14 チイキ		(地方創0316) チホウソウ		キラリと光る地方大学を東予に! 信号機制御にＡＩを! 空き家対策を国として取組め! 		20180316地方創生委		1				20180316地方創生委				(地方創0316) キラリと光る地方大学を東予に! 信号機制御にＡＩを! 空き家対策を国として取組め! 		信号機制御にＡＩを！		信号機をＡＩ（人工知能）で制御し渋滞緩和を！

				地域9 チイキ						20180316地方創生委		1.1				20180316地方創生委						キラリと光る地方大学を東予に！ トウヨ		キラリと光る地方大学づくりに東予のモノづくりを(CNFなど)

				地域7 チイキ						20180316地方創生委		2				20180316地方創生委						空き家対策を国として取組め！		空き家対策を国として取組め！

				国民7 コクミン		(厚労0323) コウロウ		高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に! 		20180323厚労委高プロ裁量労働-標準報酬月額		1				20180323厚労委				(厚労0323) 高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に! 		高度プロ制度は削除を！		高度プロフェショナル（残業代ゼロ）制度をやめて裁量労働制を修正を！

				国民8 コクミン						20180323厚労委高プロ裁量労働-標準報酬月額		2				20180323厚労委						標準報酬月額の決定を公平に！ コウヘイ		標準報酬月額決定方法の公平性の確保を！

				地域2 チイキ												20180327文科省内定								スーパー・サイエンス・ハイスクールを西条高校に

				国民4 コクミン		(本会0330) ホンカイ		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁 コ ヒンコン		20180329衆院事務局-子ども底上げ シュウイン ジムキョク コ ソコア						20180329衆院事務局 シュウイン ジムキョク				(衆院事務局0329) 子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ！　子どもの生活底上げ法案　議員立法提出・答弁 コ ヒンコン		子どもの生活底上げ法案 議員立法提出 テイシュツ

				国民4 コクミン		(本会0330) ホンカイ		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁 コ ヒンコン		20180330本会議答弁-子ども底上げ ホンカイギ トウベン コ ソコア				n		20180330本会議 ホンカイギ				(本会0330) 子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ！　子どもの生活底上げ法案　議員立法提出・答弁 コ ヒンコン		子どもの生活底上げ法案　議員立法答弁

				国民3 コクミン		(厚労0330) コウロウ		公的年金で将来世代も生活できるように! 介護の自己負担は応能負担で! 		20180330厚労委低年金-介護自己負担上限 テイ		1				20180330厚労委				(厚労0330) 公的年金で将来世代も生活できるように! 介護の自己負担は応能負担で! 		介護の自己負担は応能負担で！ ジコ オウノウ フタン		介護サービスの自己負担上限設定を応能負担に！

				国民1 コクミン						20180330厚労委低年金-介護自己負担上限 テイ		2				20180330厚労委						公的年金で将来世代も生活できるように！ ショウライ セダイ セイカツ		手取りベースで一定金額以下には下げないようにすべきと提案！

				地域12 チイキ												20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円								１１号バイパス(大生院-萩生完成へ）

				地域3 チイキ												20180330国交省選定								コンパクトシティモデル都市に西条市を
「糸プロジェクト」、「石鎚山ハイウェイオアシス」リニューアル支援
国の「地方再生コンパクトシティ」モデル都市に四国で3都市、愛媛県内で唯一西条市が選定2018年度 イト イシヅチ ヤマ シエン ネンド

				国民5 コクミン												20180508衆院事務局 ジム キョク				(衆院事務局0508) 働き方改革法案の対案として安心労働社会実現法案作成提出！ シュウイン ジムキョク サクセイ テイシュツ				安心労働社会実現法案
議員立法作成（働き方改革法案の対案として）

						(厚労0509) コウロウ		議員立法で働く者の立場で働き方改革を! 安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク		20180509n厚労委-安心労働社会実現法案趣旨説明				n		20180509厚労委 コウロウイ		外れ ハズ		(厚労0509) 議員立法で働く者の立場で働き方改革を! 安心労働社会実現法案趣旨説明		議員立法で働く者の立場で働き方改革を！安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク		議員立法で働く者の立場にたった働き方改革を！安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク

						(厚労0511) コウロウ		高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし!  コウ カロウシ ダ セイド ミナオ		20180511厚労委-高プロ コウロウ コウ				n		20180511厚労委 コウロウ				(厚労0511) 高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし! 		高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし！ コウ カロウシ ダ セイド ミナオ		スーパー裁量労働制である高プロの問題点を追及！ モンダイテン ツイキュウ

				国民22 コクミン		(本会0531) ホンカイ		働き方改革法案反対討論と対案提示! 		20180531n本会議働き方反対討論				n		20180531本会議				(本会0531) 働き方改革法案反対討論と対案提示! 		働き方改革法案反対討論と対案提示！ カイカク ホウ アン タイアン テイジ		究極の残業代ゼロ働かせ放題の高度プロフェッショナル制度を削除し、労使が合意できる真の働き方改革を！大臣にただすだけでなく議員立法を立案提出し、本会議反対討論でも具体的な提案を行いました

				国民29 コクミン		(本会0608) ホンカイ		これで受動喫煙の害をなくせるか？ 五輪を迎える日本が海外に恥じない受動喫煙防止を! 		20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問				n		20180608本会議				(本会0608) これで受動喫煙の害をなくせるか？ 五輪を迎える日本が海外に恥じない受動喫煙防止を! 		代表質問-受動喫煙防止法　		この法律で受動喫煙の害をなくせるか？　五輪を迎える日本が海外に恥ずかしくない受動喫煙防止を！ カイガイ

						(地方創0615) チホウソウ		雑がみ回収の促進を! 所在者不明農地の利用を! マイナンバーによる情報連携を! 		20180615地方創生委		1				20180615地方創生委				(地方創0615) 雑がみ回収の促進を! 所在者不明農地の利用を! マイナンバーによる情報連携を! 		マイナンバーによる情報連携を！		マイナンバーによる情報連携促進し行政サービスを早く！ ソクシン ギョウセイ ハヤ

				地域22 チイキ						20180615地方創生委		2				20180615地方創生委						雑がみ回収の促進を！		紙製容器包装などの雑がみのリサイクルを全国でもっと行ない、製紙の原料を低価格で大量供給しよう！

				地域28 チイキ						20180615地方創生委		3				20180615地方創生委						所在者不明農地の利用を！		所有者不明農地について、土地の所有者情報を正確にし、土地管理もされる制度に！ ショユウシャ フメイ ノウチ トチ ショユウ シャ ジョウホウ セイカク トチ カンリ セイド

				国民24 コクミン				人に優しい社会へ! 介護人材確保法案, 保育士等処遇改善法案, 街なかの実家法案議員立法提出 ヒト ヤサ シャカイ カイゴ ジンザイ カクホ ホウアン ホイクシナド ショグウ カイゼン ホウアン マチ ジッカ ホウアン ギイン リッポウ テイシュツ		20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ						20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ				(衆院事務局0619) 介護人材確保法,保育士等処遇改善法,街なかの実家法 議員立法提出		人に優しい社会へ！介護人材確保法案, 保育士等処遇改善法案, 街なかの実家法案議員立法提出 ヒト ヤサ シャカイ		介護人材確保法案、保育士等処遇改善法案、「産後ケアセンター（街なかの実家）」法案議員立法策定・提出

								党社会保障調査会事務局長就任		20180704党社会保障調査会事務局長就任 トウ シャカイ ホショウ チョウサカイ ジム キョクチョウ シュウニン				n		20180704党社会保障調査会事務局長就任 トウ シャカイ ホショウ チョウサカイ ジム キョクチョウ シュウニン						党社会保障調査会事務局長就任		党社会保障調査会事務局長就任

				国民21 コクミン		(厚労0706) コウロウ		もう年金減らさないでくれ! 生活できない!   年金のこと頼みますよ! 将来が不安です! 
		20180706厚労委-低年金 テイ ネンキン						20180706厚労委				(厚労0706) もう年金減らさないでくれ! 生活できない!   年金のこと頼みますよ! 将来が不安です! 
		どの世代も年金で尊厳ある生活ができるよう!マクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額に! セダイ ネンキン ソンゲン セイカツ ケイザイ テイシ フクシテキ キュウフ テイガク		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！

				地域30 チイキ		(災害特0719) サイガイ トク		愛媛の豪雨災害に至急対処を! ダム操作変更, 水位計増設,川ざらい, がけ危険除去, 浄水･衛生専門家派遣, 農道･溜池補修!  ジョウスイ エイセイ		20180719災害特		1		n		20180719災害特				(災害特0719) 愛媛の豪雨災害に至急対処を! ダム操作変更, 水位計増設,川ざらい, がけ危険除去, 浄水･衛生専門家派遣, 農道･溜池補修! 		ダムの大雨事前放流 オオアメ ジゼン ダイジ ホウリュウ		愛媛の豪雨災害に至急対処を！ダム操作の変更、水位計増設、川ざらい強化、がけ崩れ危険除去、専門家チームの派遣、農道、溜池の補修を！

										20180719災害特		2				20180719災害特						水位計、支流監視所増設 スイイケイ シリュウ カンシ ショ ゾウセツ

										20180719災害特		3				20180719災害特						川ざらい強化 カワ キョウカ

										20180719災害特		4				20180719災害特						松山以南の高速無料を マツヤマ イナン コウソク ムリョウ

										20180719災害特		5				20180719災害特						がけ崩れ危険除去 クズ キケン ジョキョ

										20180719災害特		6				20180719災害特						国道３７８号 コクドウ ゴウ

										20180719災害特		7				20180719災害特						浄水場専門家派遣 ジョウスイジョウ センモンカ ハケン

										20180719災害特		8				20180719災害特						緊急消毒 キンキュウ ショウドク

										20180719災害特		9				20180719災害特						DHEAT派遣 ハケン

										20180719災害特		10				20180719災害特						自衛隊による土砂のけ ジエイタイ ドシャ

										20180719災害特		11				20180719災害特						ライフジャケット配備 ハイビ

										20180719災害特		12				20180719災害特						園地農道補修 エンチ ノウドウ ホシュウ

										20180719災害特		13				20180719災害特						溜池調査修復 タメイケ チョウサ シュウフク

				国民28 コクミン		(厚労1121) コウロウ		政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ! 強い再発防止策を! 		20181121厚労委参考人質疑				n		20181121厚労委				(厚労1121) 政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ! 強い再発防止策を! 		参考人質疑-障がい者雇用 ショウ シャ コヨウ		障がい者雇用：民間にペナルティを強いながら、政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ!強い再発防止策を！

						(厚労1205) コウロウ		年金生活者支援給付金定額月5000円へ!  市の同一労働同一賃金! 子だくさん健保に補助! 		20181205厚労委		1				20181205厚労委		外れ ハズ		(厚労1205) 年金生活者支援給付金定額月5000円へ!  市の同一労働同一賃金! 子だくさん健保に補助! 		年金生活者支援給付金定額月5000円へ テイガク ツキ エン		年金生活者支援給付金を定額給付にすべき、かつ無年金者も含めるべきではないか

				国民27 コクミン						20181205厚労委		2				20181205厚労委						市も同一労働同一賃金を！ シ ドウイツ ロウドウ ドウイツ チンギン		地方自治体でも同一労働同一賃金を実行すべき！

				国民26 コクミン						20181205厚労委		3				20181205厚労委						子だくさんな健保に補助を！ コ ケンポ ホジョ		少子化対策として子だくさんな人が多い健康保険組合に助成金を！

				地域25 チイキ												201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90		外れ ハズ		(質問主意書197.1)国道１１号新居浜バイパス整備, 三島川之江港ガントリークレーンの整備,東予港の港湾整備!! シツモン シュイショ		国道１１号新居浜バイパス整備, 三島川之江港クレーン&東予港整備!!		地元の大切な公共インフラである１.国道１１号新居浜バイパスの推進、２.三島川之江港ガントリークレーンの新設、３.東予港の整備について質問主意書にて要望!

				地域29 チイキ												201812第197回臨時国会質問主意書96				(質問主意書197.2)小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！

				地域23 チイキ		(予算分科0227) ヨサン ブンカ		新居浜太鼓祭りの演技披露を東京五輪で! 西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録!  ゴリン		20190227予算委分科会（文科）		1				20190227予算委4分科会				(予算分科0227) 新居浜太鼓祭りの演技披露を東京五輪で! 西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録! 		新居浜太鼓祭り、西条だんじり祭り、四国中央市の書道パフォーマンスの演技披露を東京オリ・パラ開会式・閉会式で！		東京五輪で開会式・閉会式での新居浜太鼓祭り、四国中央市の書道パフォーマンス、西条だんじり祭りの演技披露を！

				地域24 チイキ						20190227予算委分科会（文科）		2				20190227予算委4分科会						西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録！		西条市のだんじり祭り、・新居浜市・四国中央市の太鼓台祭りの山・鉾・屋台行事のユネスコの無形文化遺産登録の見通しをつけよう！

				国民21 コクミン		(厚労0312) コウロウ		在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ! 給付金はプッシュ型で! 受給資格期間廃止! 		20190312厚労委		1		n		20190312厚労委		外れ ハズ		(厚労0312) 在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ! 給付金はプッシュ型で! 受給資格期間廃止! 		マクロ経済スライドは低所得者には停止を！		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！

										20190312厚労委		2				20190312厚労委						在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ！ ザイゲン ショウライ セダイ ネンキン ゲンガク		在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ！ ザイゲン ショウライ セダイ ネンキン ゲンガク

										20190312厚労委		3				20190312厚労委						年金生活者支援給付金をプッシュ型で口座振込！ ネン コウザ フ コ		年金生活者支援給付金をプッシュ型で降込め ネン フリコ

										20190312厚労委		4				20190312厚労委						受給資格期間(10年)を廃止せよ！ ネン		受給資格期間(10年)を廃止せよ！ ネン

				地域26 チイキ		(地方創0319) チホウソウ		有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を! 埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を! 		20190319地方創生委		1				20190319地方創生委				(地方創0319) 有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を! 埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を! 		有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を！ ヨウセイ セツビ		東予でイノシシ、サル、シカやハクビシンの被害が大きくなってきており、有害鳥獣対策のプロを養成すべき！

				地域27 チイキ						20190319地方創生委		2				20190319地方創生委						埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を！ トチ ショユウシャ ハイリョ		地域の宝、埋蔵文化財発掘に地権者への配慮を！

						(本会0319) ホンカイ		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化! 		20190319本会議代表質問-民事執行法 ホンカイギ ダイヒョウ シツモン ミンジ シッコウ ホウ						20190319本会議 ホンカイギ				(本会0319) 代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化! 		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化！ カイセイ ヨウイクヒ シハラ キョウカ		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化 カイセイ ヨウイクヒ シハラ キョウカ

				地域21 チイキ		(厚労0410) コウロウ		旧三島･土居,西条市西部の総合病院不足,医師不足の是正を! 		20190410厚労委		1		n		20190410厚労委				(厚労0410) 旧三島･土居,西条市西部の総合病院不足,医師不足の是正を! 		旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、医師不足の是正を！ イシ		四国中央市、特に旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、医師不足の是正を！
地域医療介護総合確保基金、交付金（自治体病院、医学部地域枠）を！
公立学校共済組合本部病院部訪問・意見交換
愛媛県地域医療支援センター（高田清式センター長）訪問・意見交換 イシ

				国民30 コクミン						20190410厚労委		2				20190410厚労委						インフルエンザのワクチン注射の負担軽減を！ チュウシャ		インフルエンザの予防接種の子育て家庭等への負担減を！

						(厚労0419) コウロウ		セクハラ規制:他社員から 入社面接官から 顧客ハラ規制強化を! 養育費は必ず入金を! 		20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		1				20190419厚労委		外れ ハズ		(厚労0419) セクハラ規制:他社員から 入社面接官から 顧客ハラ規制強化を! 養育費は必ず入金を! 		セクハラ規制　他社従業員から タシャ ジュウギョウイン		自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		2				20190419厚労委						セクハラ規制　入社面接官から ニュウシャ メンセツ カン		フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！

				国民23 コクミン						20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		3				20190419厚労委						カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ		顧客によるハラスメント（カスタマーハラスメント）防止法案成立を！

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		4				20190419厚労委						家事子育て分担を社会で！ カジ シャカイ		男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		5				20190419厚労委						娘を乱暴した父が無罪判決　おかしい！		娘を乱暴した父が無罪判決が出る法律は再検討すべき

				国民25 コクミン						20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		6				20190419厚労委						養育費は確実に受け取る仕組みを！ ヨウイクヒ カクジツ ウ ト シク		シングルマザーへの養育費支払いを法律で強化を！

						(地方創0425) チホウソウ		放課後児童ク指導員確保を! ソーラー廃棄の仕組み作り! 不法投棄なくせ! 		20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		1		n		20190425地方創生委				(地方創0425) 放課後児童ク指導員確保を! ソーラー廃棄の仕組み作り! 不法投棄なくせ! 		放課後児童クラブ指導員の確保を！		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		2				20190425地方創生委						公民館の政治的に公平な利用許可を！ コウミンカン セイジテキ コウヘイ リヨウ キョカ		公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		3				20190425地方創生委						ソーラーパネル廃棄の仕組み作りを！ ハイキ シク ツク		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！ アラタ キセイ ドウニュウ

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		4				20190425地方創生委 チホウ ソウセイ イ						不法投棄をなくせ！ トウキ		家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！

						(厚労0510) コウロウ		障がい者雇用促進法-賛成討論		20190510厚労委-障がい者雇用促進法-賛成討論 コウロウイ						20190510厚労委 コウロウイ				(厚労0510) 障がい者雇用促進法-賛成討論		障がい者雇用促進法-賛成討論		障がい者雇用促進法-賛成討論

						(厚労0517) コウロウ		児童虐待防止は親支援! 窓口ワンストップ化! 児童福祉の幹部も専門化に! 		20190517厚労委-虐待雇用保険		1				20190517厚労委				(厚労0517) 児童虐待防止は親支援! 窓口ワンストップ化! 児童福祉の幹部も専門化に! 		児童虐待防止は親支援！ ジドウ ギャクタイ ボウシ オヤ シエン		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		2				20190517厚労委								虐待ワンストップ相談窓口を！ ギャクタイ ソウダン マドグチ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		3				20190517厚労委								虐待を受けた子供の司法上の代表者聴取普及を！ ダイヒョウシャ フキュウ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		4				20190517厚労委								児童福祉の幹部の異動のローテーションを長く！ ナガ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		5				20190517厚労委						雇用保険入したが給付されない問題指摘！ キュウフ モンダイ シテキ		雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス

						(厚労1030) コウロウ		在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 		20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		1		n		20191030厚労委		外れ ハズ		(厚労1030) 在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 国民健康保険料算定を公平に！温熱療法の保険適用をわかりやすく！非正規自治体介護士の処遇改善を！ コクミン ケンコウ ホケンリョウ サンテイ コウヘイ		在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ、やめろ！ フタン ショウライ セダイ		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		2				20191030厚労委						温熱療法の保険適用をわかりやすく！		温熱療法の保険適用条件の周知を！

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		3				20191030厚労委						化学プラント従事者の最低賃金設定を！ サイテイ チンギン セッテイ		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		4				20191030厚労委						国民健康保険料算定を公平に！ リョウ サンテイ コウヘイ		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		5				20191030厚労委						非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ カイゼン		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		6				20191030厚労委						難病支援を！ ナンビョウ シエン		難病患者の「重症度分類」は症状の波を考慮して慎重に！ ナンビョウ カンジャ ジュウショウ ド ブンルイ ショウジョウ ナミ コウリョ シンチョウ

						(地方創1112) チホウソウ		新居浜高専など高専予算増額! 三島駅川之江駅エレベーター設置! 四国新幹線とＪＲ四国支援		20191112n地方創生委-高専JR建築		2		n		20191112地方創生委				(地方創1112) 新居浜高専など高専予算増額! 三島駅川之江駅エレベーター設置! 四国新幹線とＪＲ四国支援		新居浜高専など高専予算の増額を！		新居浜高専など高専予算の増額を！運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！

										20191112n地方創生委-高専JR建築		4				20191112地方創生委						伊予三島駅川之江駅エレベーター設置を！		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ

										20191112n地方創生委-高専JR建築		5				20191112地方創生委						水源森林の買収どうなっている？ スイゲン シンリン バイシュウ		水源の森林が外国人に買われていないか？

										20191112n地方創生委-高専JR建築		6				20191112地方創生委						点字ブロック整備を！ テンジ セイビ		点字ブロックの一斉点検を！

										20191112n地方創生委-高専JR建築		3				20191112地方創生委						四国新幹線とJR四国支援 シコク シンカンセン シコク シエン		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン

						(地方創1119) チホウソウ		合併浄化槽の維持負担減を! 農振地域の転用規制緩和を! 		20191119n地方創生委-浄化槽農地法		1				20191112地方創生委				(地方創1119) 合併浄化槽の維持負担減を! 農家以外の農地購入の制限緩和を！		農家以外の農地購入の制限緩和を！ ノウカ イガイ		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ

										20191119n地方創生委-浄化槽農地法		2		n		20191119地方創生委						合併浄化槽の維持負担減を！		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ

										20191119n地方創生委-浄化槽農地法		3				20191119地方創生委						農振地域の転用規制緩和を！ ノウシン チイキ テンヨウ キセイ カンワ		農振地域の転用規制緩和を！ ノウシン チイキ テンヨウ キセイ カンワ

						(厚労1122) コウロウ		周桑病院を再編するな! 地方のひきこもり･不登校児へアウトリーチ! 		20191122厚労委-周桑病院		1				20191122厚労委				(厚労1122) 周桑病院を再編するな! 地方のひきこもり･不登校児へアウトリーチ! 		西条市立周桑病院を再編検討先にするな！		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン

										20191122厚労委-周桑病院		2				20191122厚労委						地方のひきこもり・不登校児へアウトリーチ！		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ

										20191122厚労委-周桑病院		3				20191122厚労委						基礎年金も非課税に！		基礎年金も非課税に！

										20191122厚労委-周桑病院		4				20191122厚労委						障がい基礎年金の増額を！		障がい基礎年金の増額を！

						(予算分科0225) ヨサン ブンカ		ＣＮＦの量産化! 海洋分解性レジ袋の有料化除外! 移動販売に支援! 		20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		1		n		20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ				(予算分科0225) ＣＮＦの量産化! 海洋分解性レジ袋の有料化除外! 移動販売に支援! 		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化を！		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ

										20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		2				20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ						海洋分解性レジ袋の有料化除外を！ ジョガイ		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ テキ

										20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		3				20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ						移動販売に支援を！ イドウ ハンバイ シエン		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン

						(厚労0306) コウロウ		コロナ水際策徹底! ９月入学導入! アビガン情報開示･ﾌｫﾛｰを! 深夜勤務制度見直し! 		20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		1		n		20200306厚労委				(厚労0306) コロナ水際策徹底! ９月入学導入! アビガン情報開示･ﾌｫﾛｰを! 深夜勤務制度見直し! 		コロナ水際対策徹底を！ ミズギワ タイサク テッテイ		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		2				20200306厚労委						9月入学導入を！ ガツ ニュウガク ドウニュウ		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		3				20200306厚労委						アビガンの情報開示とフォローを！ ジョウホウ カイジ		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		4				20200306厚労委						深夜勤務の労働制度見直しを！ シンヤ キンム ロウドウ セイド ミナオ		深夜勤務の労働制度を見直すよう提案 ロウドウ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		5				20200306厚労委						保育園の入園条件緩和を！		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！

						(地方創0319) チホウソウ		コロナ融資･保証で経営者連帯保証なし原則化! オレオレ詐欺の重刑化を! 		20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		1		n		20200319地方創生委				(地方創0319) コロナ融資･保証で経営者連帯保証なし原則化! オレオレ詐欺の重刑化を! 		コロナ融資・保証で経営者連帯保証なしを原則に！ ユウシ ホショウ ケイエイ シャ レンタイ ホショウ ゲンソク		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！

										20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		2				20200319地方創生委						高齢者の保険契約締結慎重に！ シンチョウ		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！

										20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		3				20200319地方創生委						オレオレ詐欺の重刑化を！ ジュウケイ カ		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！

						(地方創0407) チホウソウ		ｵﾝﾗｲﾝ授業高３優先! ９月入学!  遠隔診療初診から!  ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ事業者との関係透明に! 		20200407n地方創生委-遠隔授業		1		n		20200407地方創生委				(地方創0407) ｵﾝﾗｲﾝ授業高３優先! ９月入学!  遠隔診療初診から!  ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ事業者との関係透明に! 		オンライン授業を高３生に！		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！

										20200407n地方創生委-遠隔授業		2				20200407地方創生委						入進学を９月に移行すべき！		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ

										20200407n地方創生委-遠隔授業		3				20200407地方創生委						遠隔診療を初診から！		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！

										20200407n地方創生委-遠隔授業		4				20200407地方創生委						スーパーシティ事業者との関係は透明に！ カンケイ		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！

						(厚労0414) コウロウ		雇調金:対応期間は延ばせ! 家族労働者,派遣社員を救え! 給付金拡大! アビガンの承認! 		20200414n厚労委-雇調		1.1		n		20200414厚労委				(厚労0414) 雇調金:対応期間は延ばせ! 家族労働者,派遣社員を救え! 給付金拡大! アビガンの承認! 		雇用調整助成金の緊急対応期間は延ばせ！ コヨウチョウセイジョセイキン ノ		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン

										20200414n厚労委-雇調		1.2				20200414厚労委						雇用調整助成金で家族労働者も救え！ スク		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！

										20200414n厚労委-雇調		1.3				20200414厚労委						派遣社員に雇用調整助成金を！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン		派遣社員を抱える派遣会社も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン カカ ハケン ガイシャ コヨウチョウセイジョセイキン

										20200414n厚労委-雇調		2.1				20200414厚労委						給付金：コロナ出費増の「実質収入減」も含めよ！ キュウフ キン フク		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ

										20200414n厚労委-雇調		2.2				20200414厚労委						給付金：連続的、定期的に！ キュウフキン		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ

										20200414n厚労委-雇調		2.3				20200414厚労委						給付金：年金生活者も対象に！ キュウフキン ネンキン セイカツシャ タイショウ		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ

										20200414n厚労委-雇調		3.1				20200414厚労委						まず借り入れの返済猶予を！		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！

										20200414n厚労委-雇調		3.2				20200414厚労委						リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更した場合の金融庁の分類に配慮を！ サキ バアイ キンユウチョウ ブンルイ ハイリョ		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁はその分類を柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ブンルイ ジュウナン アツカ

										20200414n厚労委-雇調		4				20200414厚労委						アビガン錠は他国で症例結果が出ている。緊急の薬事承認を！		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ

										20200414n厚労委-雇調		5				20200414厚労委						骨髄移植後のワクチン再接種の制度化を！		骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ

										20200414n厚労委-雇調		6				20200414厚労委						介助犬普及を！ フキュウ		介助犬のさらなる普及を！

						(厚労0424) コウロウ		コロナ関係事業やエッセンシャル･ワーカーの職場を優先支援! 		20200424n厚労委-倒産年金		1		n		20200424厚労委				(厚労0424) コロナ関係事業やエッセンシャル･ワーカーの職場を優先支援! 		新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッセンシャル・ワーカーの職場に優先せよ！ カンケイ ジギョウ ユウセン		新型コロナ関連での倒産企業への支援、特に融資を、特にエッセンシャル・ワーカーの職場医療・福祉関係の方、清掃作業や流通、そして、マスク、ガウン、消毒液関連の企業を優先して支援すべきではないか？

										20200424n厚労委-倒産年金		2				20200424厚労委						基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！ カイカク		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！

						(厚労0513) コウロウ		対コロナ:大学入試を公平に! 介護施設,ｽﾀｯﾌ支援! 雇調金の給付迅速化,上限増! 		20200513厚労委-入学デイ雇調年金		1				20200513厚労委		外れ ハズ		(厚労0513) 対コロナ:大学入試を公平に! 介護施設,ｽﾀｯﾌ支援! 雇調金の給付迅速化,上限増! 		現高３生の入試を公平に！ コウヘイ		現高３生の入試の公平性確保策を！

										20200513厚労委-入学デイ雇調年金		2				20200513厚労委						介護施設、スタッフへの支援を！		新型コロナ対応で負荷がかかり、利用者減少に苦しむ介護施設、スタッフへの支援を！

										20200513厚労委-入学デイ雇調年金		3				20200513厚労委						雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！		雇用調整助成金：今回のコロナで一番打撃を受ける業種、事業体に合わせて、給付の迅速化、上限金額増を図るべき！

						(地方創0520) チホウソウ		持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな! 		20200520n地方創生委-持続化		1		n		20200520地方創生委				(地方創0520) 持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな! 		持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！		持続化給付金対象の支給を早く！そして要件を緩和するべき！

										20200520n地方創生委-持続化		2				20200520地方創生委						固定資産税の軽減拡大を！ カクダイ		固定資産税（および都市計画税）の軽減対象を土地にも広げ、給付を拡大すべき！ キュウフ

										20200520n地方創生委-持続化		3				20200520地方創生委						税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！		税、社会保険料、公共料金の支払い猶予の記録・証明書は、「コロナ特例として」がはっきりわかるようにし、後の入札等で不利な扱いがなされないように

										20200520n地方創生委-持続化		4				20200520地方創生委						林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！		林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！

										20200819厚労委-検査		1		n		20200819厚労委				(厚労0819)新型コロナ対策 今こそ積極的検査体制を! 医療知識ある専任広報官設置! コウロウ イマ セッキョクテキ ケンサ タイセイ イリョウ チシキ センニン コウホウカン セッチ		接触者は全員、出張やボランティア等社会活動にも検査を！ セッショクシャ ゼンイン シュッチョウ トウ シャカイ カツドウ ケンサ

										20200819厚労委-検査		2				20200819厚労委						医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！ セツメイ ホ
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				20190419厚労委		自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！

				20190419厚労委		フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！

				20190419厚労委		カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ

				20190419厚労委		男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ

				20190425地方創生委		公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ

				20190425地方創生委		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！ アラタ キセイ ドウニュウ セッテイ カ ヨクセイ

				20190425地方創生委		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！

				20190517厚労委		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ

				20190517厚労委		雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス

				20191030厚労委		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ

				20191030厚労委		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン

				20191030厚労委		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン

				20191030厚労委		温熱療法の保険適用条件の周知を！

				20191030厚労委		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ

				20191112地方創生委		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ

				20191112地方創生委		水源の森林が外国人に買われていないか？

				20191112地方創生委		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！

				20191112地方創生委		点字ブロックの一斉点検を！

				20191112地方創生委（地方創生相）		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン

				20191119地方創生委		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ

				20191119地方創生委		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ

				20191122厚労委		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン

				20191122厚労委		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ

				20191122厚労委		基礎年金も非課税に！

				20191122厚労委		障がい基礎年金の増額を！

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ コクサイ テキ

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン

				20200306厚労委		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！

				20200306厚労委		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ

				20200306厚労委		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ

				20200306厚労委		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン

				20200319地方創生委		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！

				20200319地方創生委		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！

				20200319地方創生委		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！

				20200407地方創生委		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！

				20200407地方創生委		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ

				20200407地方創生委		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！

				20200407地方創生委		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！

				20200414厚労委		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン

				20200414厚労委		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！

				20200414厚労委		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ

				20200414厚労委		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！

				20200414厚労委		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁は柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ジュウナン アツカ

				20200414厚労委		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ

				20200414厚労委		骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ

				20200414厚労委		介助犬のさらなる普及を！

				20200424厚労委		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！







後援会討議資料

（2019年４月～）

新居浜高専など高専予算の
増額を！
運営交付金 ６６７億円に。
前年比実質４２億円増加！
(20191112地方創生委員会）

CNF（セルロースナノファイ
バー）の量産化への支援強
化と知財の啓発を！

(20200225予算員会第7分科会)

西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！
地域の大事な病院だ！ (20191122厚生労働委員会）

「問題はベッド数が多いことではない。地
方では、患者はいても、医師がいないから、
診療ができず、よってベッドを使われない。
つまり医師不足こそ根本的な問題だ！」

合併浄化槽の維持負担減を！ 広島方式で
(20191119地方創生委員会）

・ 自社労働者が、他社の従業者によりハラスメントを受けた場合の救済を！ 厚労委

20190419

・ フリーランス・就活生へのセクハラ被害を救済できるように！ 厚労委

20190419

・ カスタマーハラスメント規制強化を！ 厚労委

20190419

・ 男性の家事、子育て分担の後押しを！ 厚労委

20190419

・ 放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！ 地方創生委

20190425

・ 公民館の議員による集会利用確保を！
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可を確認

地方創生委

20190425

・ 児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ 厚労委

20190517

・ 雇用保険加入条件と給付条件が異なり保険金をもらえない問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！

厚労委

20190517

・ がん温熱療法の保険適用条件の周知を！ 厚労委

20191030

・ 骨髄移植後のワクチン再接種は国の制度化をすべき！ 厚労委

20200414

・ 介助犬のさらなる普及を！ 厚労委

20200414

・ 基礎年金も非課税に！ 厚労委

20191122

・ 障がい基礎年金の増額を！ 厚労委

20191122

・ 基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！ 厚労委

20200424

・ 将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ 厚労委

20191030

・ 基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！ 厚労委

20200424

・ ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）量産化への支援強化と知財の啓発を！ 予算員会第

7分科会

・ 伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ 地方創生委

20191112

・ 海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ 予算員会第

7分科会

・ 水源の森林が外国人に買われていないか？ 地方創生委

20191112

・ 林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！ 地方創生委

20200520

・ 非正規自治体介護士の処遇改善を！ 厚労委

20191030

・ 地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ 地方創生委

20191119

・ 国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ 厚労委

20191030

・ 新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年比実質約４２億円増加！

地方創生委

20191112

・ 化学プラント従事者への特定最低賃金を！ 厚労委

20191030

・ 新幹線次は四国の番か 地方創生委

20191112

・ オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！ 地方創生委

20200319

・ ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！
家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！

地方創生委

20190425

・ スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！ 地方創生委

20200407

・ 西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ 厚労委

20191122

・ 合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で 地方創生委

20191119

・ 地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ 厚労委

20191122

・ 買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ 予算員会第

7分科会

・ 保育園の入園条件は地方では緩和すべき！ 厚労委

20200306

・ 点字ブロックの一斉点検を！ 地方創生委

20191112

・ 高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！ 地方創生委

20200319

新型コロナ対策の提案多数


国会活動プレゼンテーション

				地域活性化への要望 チイキ カッセイカ ヨウボウ

								地域1 チイキ		新幹線次は四国の番		20180215予算委員会（石井啓一国交相）

								地域2 チイキ		スーパー・サイエンス・ハイスクールを西条高校に		20180327文科省内定

								地域3 チイキ		コンパクトシティモデル都市に西条市を
「糸プロジェクト」、「石鎚山ハイウェイオアシス」リニューアル支援
国の「地方再生コンパクトシティ」モデル都市に四国で3都市、愛媛県内で唯一西条市が選定2018年度 イト イシヅチ ヤマ シエン ネンド		20180330国交省選定

								地域4 チイキ		ＣＬＴ（直交集成板）普及を		20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁） ダイ

								地域5 チイキ		東予港整備(中央港ほぼ完成）		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ

								地域6 チイキ		所有者不明土地対策
（公の管理へ）		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ

								地域7 チイキ		空き家対策を国として取組め		20180316地方創生委

								地域8 チイキ		下水道整備の見通し周知を		20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ

								地域9 チイキ		キラリと光る地方大学づくりに東予のモノづくりを(CNFなど)		20180316地方創生委

								地域10 チイキ		技能実習生制度充実を（業種と年限で）		20180215予算委員会（法務相）

								地域11 チイキ		三島川之江港整備を		20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ

								地域12 チイキ		１１号バイパス(大生院-萩生完成へ）		20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円

								地域13 チイキ		モノづくりの３交代勤務者へ
配慮を働き方改革で		20180215予算委員会（厚労相）

								地域14 チイキ		信号機をＡＩ（人工知能）で
制御し渋滞緩和を		20180316地方創生委

				国民生活向上への要望 コクミン セイカツ コウジョウ ヨウボウ

								国民1 コクミン		生活できる年金への改革
着手を（手取りベースで一定金額以下に下がらないようにすべき)

								国民2 コクミン		「ねんきん定期便」「ねんきんネット」は年金が将来減らされることを加味して開示を		20171124厚労委、20180330厚労委

								国民3 コクミン		介護サービスの自己負担上限設定を応能負担に		20180330厚労委

								国民4 コクミン		子どもの生活底上げ法案
議員立法提出・答弁		20180330衆議院本会議

								国民5 コクミン		安心労働社会実現法案
議員立法作成（働き方改革法案の対案として）		20180508衆議院事務総長 ジム ソウチョウ

								国民6 コクミン		裁量労働制拡大法案の基礎
となったデータはおかしいゾ!		20180215予算委員会（厚労相）

								国民7 コクミン		高度プロフェショナル（残業代ゼロ）制度は削除を		20180323厚労委

								国民8 コクミン		標準報酬月額決定方法の
公平性の確保を		20180323厚労委

				地域活性化への要望

								地域21 チイキ		四国中央市、特に旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、お医者さん不足の是正を！
地域医療介護総合確保基金、交付金（自治体病院、医学部地域枠）を！
公立学校共済組合本部病院部訪問・意見交換
愛媛県地域医療支援センター（高田清式センター長）訪問・意見交換		20190410厚労委

								地域22 チイキ		紙製容器包装などの雑がみのリサイクルを全国でもっと行ない、製紙の原料を低価格で大量供給しよう！		20180615地方創生委

								地域23 チイキ		東京五輪で開会式・閉会式での新居浜太鼓祭り、四国中央市の書道パフォーマンス、西条だんじり祭りの演技披露を！		20190227予算委員会第4分科会
 ダイ

								地域24 チイキ		西条市のだんじり祭り、・新居浜市・四国中央市の太鼓台祭りの山・鉾・屋台行事のユネスコの無形文化遺産登録の見通しをつけよう！		20190227予算委員会第4分科会

								地域25 チイキ		地元の大切な公共インフラである１.国道１１号新居浜バイパスの推進、２.三島川之江港ガントリークレーンの新設、３.東予港の整備について質問主意書にて要望!		201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90

								地域26 チイキ		東予でイノシシ、サル、シカやハクビシンの被害が大きくなってきており、有害鳥獣対策のプロを養成すべき！		20190319地方創生委

								地域27 チイキ		地域の宝、埋蔵文化財発掘に地権者への配慮を！		20190319地方創生委

								地域28 チイキ		所有者不明農地について、土地の所有は、その土地を使う人や公（おおやけ）に管理や所有移転もできる制度創設を！ ショユウシャ フメイ ノウチ トチ ショユウ トチ ツカ ヒト コウ カンリ ショユウ イテン セイド ソウセツ		20180615地方創生委

								地域29 チイキ		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		201812第197回臨時国会質問主意書96

								地域30 チイキ		愛媛の豪雨災害に至急対処を！ダム操作の変更、水位計増設、川ざらい強化、がけ崩れ危険除去、専門家チームの派遣、農道、溜池の補修を！		20180719災害対策特別委員会



				国民生活向上への要望

								国民21 コクミン		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！		20180706厚労委、20190312厚労委

								国民22 コクミン		究極の残業代ゼロ働かせ放題の高度プロフェッショナル制度を削除し、
労使が合意できる真の働き方改革を！
大臣にただすだけでなく議員立法を立案提出し、
本会議反対討論でも具体的な提案を行いました		20180508衆院事務総長室議員立法提出、20180509厚労委議員立法趣旨説明、20180511厚労委、20180531衆議院本会議働き方改革法案討論 ソウ

								国民23 コクミン		顧客によるハラスメント（カスタマーハラスメント）防止法案成立を！		20190419厚労委

								国民24 コクミン		介護人材確保法案、保育士等処遇改善法案、「産後ケアセンター（街なかの実家）」法案議員立法策定・提出		20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ

								国民25 コクミン		シングルマザーへの養育費支払いを法律で強化を！		20190419厚労委

								国民26 コクミン		少子化対策として子だくさんな人が多い健康保険組合に助成金を！		20181205厚労委

								国民27 コクミン		地方自治体でも同一労働同一賃金を実行すべき！		20181205厚労委

								国民28 コクミン		障がい者雇用：民間にペナルティを強いながら、政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ!強い再発防止策を！		20181121厚労委参考人質疑

								国民29 コクミン		五輪を迎える日本が国際標準にも恥ずかしくない受動喫煙防止を！		20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問

								国民30 コクミン		インフルエンザの予防接種の子育て家庭等への負担減を！		20190410厚労委



				２０１９０４１９以降 イコウ



		A		B		C		D		E		F

		26		地 チ		1		1		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）量産化への支援強化と知財の啓発を！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		17		地 チ		1		2		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ		20191112地方創生委				・		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！		地方創生委
20191112

		27		地 チ		1		3		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ コクサイ テキ		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		18		地 チ		1		4		水源の森林が外国人に買われていないか？		20191112地方創生委				・		水源の森林が外国人に買われていないか？		地方創生委
20191112

																・		林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！ ホウキ フセ タメ		地方創生委
20200520

		14		地 チ		1		5		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ		20191030厚労委				・		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ジチタイ		厚労委
20191030

		20		地 チ		1		6		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ		20191119地方創生委				・		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！		地方創生委
20191119

		13		地 チ		1		7		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン		20191030厚労委				・		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！		厚労委
20191030

		15		地 チ		2		1		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！		20191112地方創生委				・		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年比実質約４２億円増加！		地方創生委
20191112

		12		地 チ		2		2		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン		20191030厚労委				・		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン		厚労委
20191030

		16		地 チ		2		3		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン		20191112地方創生委（地方創生相）				・		新幹線次は四国の番か		地方創生委
(北村大臣)20191112

		35		地 チ		2		5		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！		20200319地方創生委				・		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！		地方創生委
20200319

		7		地 チ		2		6		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！ アラタ キセイ ドウニュウ セッテイ カ ヨクセイ		20190425地方創生委				・		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！
家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！		地方創生委
20190425

		39				3		1		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！		20200407地方創生委				・		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！		地方創生委
20200407

		22		地 チ		3		2		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン		20191122厚労委				・		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！		厚労委
20191122

		21		地 チ		3		3		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ		20191119地方創生委				・		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で		地方創生委
20191119

		23		地 チ		3		4		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ		20191122厚労委				・		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！		厚労委
20191122

		28		地 チ		3		5		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		32		地 チ		3		6		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！		20200306厚労委				・		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！		厚労委
20200306

		19		地 チ		3		7		点字ブロックの一斉点検を！		20191112地方創生委				・		点字ブロックの一斉点検を！		地方創生委
20191112

		34		地 チ		3		8		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！		20200319地方創生委				・		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！		地方創生委
20200319

		29				4		1		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ		20200306厚労委				・		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。新型コロナ水際対策の徹底を！ シンガタ		厚労委
20200306

		30				4		2		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ		20200306厚労委				・		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！		厚労委
20200306

		31				4		3		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン		20200306厚労委				・		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」の、新型コロナに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！		厚労委
20200306

		33				4		4		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！		20200319地方創生委				・		対コロナセーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしを原則に！ タイ		地方創生委
20200319

		37				4		5		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ		20200407地方創生委				・		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委をさらに追及）		地方創生委
20200407

		36		地 チ		4		5.5		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！		20200407地方創生委				・		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！		地方創生委
20200407

		38				4		6		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！		20200407地方創生委				・		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！		地方創生委
20200407

		40				4		7		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン		20200414厚労委				・		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！		厚労委
20200414

		41				4		8		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！		20200414厚労委				・		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！		厚労委
20200414

		42				4		9		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン		20200414厚労委				・		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！		厚労委
20200414

		43				4		10		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ タイオウ キン		厚労委
20200414

		44				4		11		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金７月以降も対象に！連続的、定期的な給付に！		厚労委
20200414

		45				4		12		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金年金生活者も対象に！		厚労委
20200414

		47				4		14		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！		20200414厚労委				・		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！		厚労委
20200414

		48				4		15		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁は柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ジュウナン アツカ		20200414厚労委				・		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になっても金融庁は柔軟に扱うべし！		厚労委
20200414

		49				4		16		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ		20200414厚労委				・		アビガンは他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し
緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及)		厚労委
20200414

																・		新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッセンシャル・ワーカーの職場に優先せよ！		厚労委
20200424

																・		現高３生の入試を公平に！		厚労委
20200513

																・		介護施設、スタッフへの支援を！		厚労委
20200513

																・		雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！		厚労委
20200513

																・		持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！		地方創生委
20200520

																・		固定資産税の軽減拡大を！		地方創生委
20200520

																・		税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！		地方創生委
20200520

																・		接触者は全員、出張やボランティア等社会活動にも検査を！		厚労委
20200819

																・		医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！		厚労委
20200819



		1								自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！		20190419厚労委				・		自社労働者が、他社の従業者によりハラスメントを受けた場合の救済を！		厚労委
20190419

		2								フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！		20190419厚労委				・		フリーランス・就活生へのセクハラ被害を救済できるように！ ヒガイ		厚労委
20190419

		3								カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ		20190419厚労委				・		カスタマーハラスメント規制強化を！		厚労委
20190419

		4								男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ		20190419厚労委				・		男性の家事、子育て分担の後押しを！		厚労委
20190419

		5								放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！		20190425地方創生委				・		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！		地方創生委
20190425

		6								公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ		20190425地方創生委				・		公民館の議員による集会利用確保を！
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可を確認		地方創生委
20190425

		8								児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ		20190517厚労委				・		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！		厚労委
20190517

		9								雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス		20190517厚労委				・		雇用保険加入条件と給付条件が異なり保険金をもらえない問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホケンキン		厚労委
20190517

		11								温熱療法の保険適用条件の周知を！		20191030厚労委				・		がん温熱療法の保険適用条件の周知を！		厚労委
20191030

		50								骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ		20200414厚労委				・		骨髄移植後のワクチン再接種は国の制度化をすべき！		厚労委
20200414

		51								介助犬のさらなる普及を！		20200414厚労委				・		介助犬のさらなる普及を！		厚労委
20200414

		24				5		2		基礎年金も非課税に！		20191122厚労委				・		基礎年金も非課税に！		厚労委
20191122

		25				5		3		障がい基礎年金の増額を！		20191122厚労委				・		障がい基礎年金の増額を！		厚労委
20191122

		53				5		5		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！		20200424厚労委				・		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！		厚労委
20200424

		10				5		1		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ		20191030厚労委				・		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！		厚労委
20191030

																・		基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！		厚労委
20200424





		55				5		7		日本年金機構の徴収権限を強化すべき！ チョウシュウ ケンゲン		2020厚労委				・		日本年金機構の徴収権限を強化すべき！

		56				5		8		被用者保険非適用業種はなくして、被用者保険の対象を拡大するべき！		2020厚労委				・		被用者保険非適用業種はなくして、被用者保険の対象を拡大するべき！
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国会活動管理表

										20100225予算委第8分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ						20100225予算委第8分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ

										20100317経産委 ケイサン イ						20100317経産委 ケイサン イ

										20110225予算委第4分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ						20110225予算委第4分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ

										20110729経産委 ケイサン イ						20110729経産委 ケイサン イ

										20111026厚労委 コウロウイ						20111026厚労委 コウロウイ

										20120417厚労委 コウロウイ						20120417厚労委 コウロウイ

										20120530社保税一体改革特別委 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ						20120530社保税一体改革特別委 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ

										20120622社保税一体改革特別委-答弁 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ トウベン						20120622社保税一体改革特別委-答弁 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ トウベン

										20120810参-社保税一体改革特別委-答弁 サン シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ						20120810参-社保税一体改革特別委-答弁 サン シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ

						(厚労1124) コウロウ		年金で尊厳ある生活を! どれだけ下がるか個別に知らせよ! 介護保険料の段階設定で所得の配慮を! 		20171124n厚労委-年金介護保険料		1				20171124厚労委				(厚労1124) 年金で尊厳ある生活を! どれだけ下がるか個別に知らせよ! 介護保険料の段階設定で所得の配慮を! 		介護保険料の段階設定で所得の配慮を！ ダンカイ セッテイ ショトク ハイリョ		介護保険料の課税状況別段階設定の仕方で低所得者配慮を カゼイ ジョウキョウ ベツ ダンカイ セッテイ シカタ テイショトクシャ ハイリョ

				国民1 コクミン						20171124n厚労委-年金介護保険料		2		n		20171124厚労委						年金で尊厳ある生活を！ ネンキン		生活できる年金への改革着手を

				国民2 コクミン						20171124n厚労委-年金介護保険料		2.1				20171124厚労委						年金どれだけ下がるか個別に知らせよ！ ネンキン サ コベツ シ		「ねんきん定期便」「ねんきんネット」は年金が将来減らされることを加味して開示を

				国民6 コクミン		(予算0215) ヨサン		四国新幹線! 夜間シフト処遇向上を! 技能実習生制度改善を! 国民年金を実質減らすな! 裁量労働制のデータでたらめ？		20180215予算委員会（厚労相）		1				20180215予算委				(予算0215) 四国新幹線! 夜間シフト処遇向上を! 技能実習生制度改善を! 国民年金を実質減らすな! 裁量労働制のデータでたらめ？		裁量労働制のデータでたらめ？ サイリョウ ロウドウ セイ		裁量労働制拡大法案の基礎
となったデータはおかしいゾ!

				地域1 チイキ						20180215予算委員会（石井啓一国交相）		2		n		20180215予算委						四国新幹線！ シコク シンカンセン		新幹線次は四国の番

				地域13 チイキ						20180215予算委員会（厚労相）		3				20180215予算委						夜間シフト処遇向上を！ ヤカン ショグウ コウジョウ		モノづくりの３交代勤務者へ配慮を働き方改革で

				地域10 チイキ						20180215予算委員会（法務相）		4				20180215予算委						技能実習生制度改善を！ ギノウ ジッシュウセイ セイド カイゼン		技能実習生制度充実を（業種と年限で）

										20180215予算委員会（厚労相）		5				20180215予算委						国民年金を実質減らすな！ コクミン ネンキン ジッシツ ヘ

				地域6 チイキ		(予算分科0226) ヨサン ブンカ		三島川之江港･東予港整備促進! CLT普及を! 所有者不明土地対策を! 下水道整備に見通しを! 		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ		1		n		20180226予算委8分科会				(予算分科0226) 三島川之江港･東予港整備促進! CLT普及を! 所有者不明土地対策を! 下水道整備に見通しを! 		所有者不明土地対策を！ タイサク		所有者不明土地の所有者データ整備（公の土地管理も） ショユウシャ セイビ オオヤケ トチ カンリ

				地域11 チイキ						20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ		2				20180226予算委8分科会						三島川之江港整備を！		三島川之江港さらに整備を！

				地域5 チイキ						20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ		2.1				20180226予算委8分科会						東予港整備促進！ ソクシン		東予港整備で中央港ほぼ完成、その後も！ アト

				地域8 チイキ						20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ		3				20180226予算委8分科会						地方の下水道整備に見通しを！ ミトオ		下水道整備の見通しをつけ周知して！

				地域4 チイキ						20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁） ダイ		4				20180226予算委8分科会						CLT（直交集成板）の普及を！		ＣＬＴ（直交集成板）普及を！

				地域14 チイキ		(地方創0316) チホウソウ		キラリと光る地方大学を東予に! 信号機制御にＡＩを! 空き家対策を国として取組め! 		20180316地方創生委		1				20180316地方創生委				(地方創0316) キラリと光る地方大学を東予に! 信号機制御にＡＩを! 空き家対策を国として取組め! 		信号機制御にＡＩを！		信号機をＡＩ（人工知能）で制御し渋滞緩和を！

				地域9 チイキ						20180316地方創生委		1.1				20180316地方創生委						キラリと光る地方大学を東予に！ トウヨ		キラリと光る地方大学づくりに東予のモノづくりを(CNFなど)

				地域7 チイキ						20180316地方創生委		2				20180316地方創生委						空き家対策を国として取組め！		空き家対策を国として取組め！

				国民7 コクミン		(厚労0323) コウロウ		高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に! 		20180323厚労委高プロ裁量労働-標準報酬月額		1				20180323厚労委				(厚労0323) 高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に! 		高度プロ制度は削除を！		高度プロフェショナル（残業代ゼロ）制度をやめて裁量労働制を修正を！

				国民8 コクミン						20180323厚労委高プロ裁量労働-標準報酬月額		2				20180323厚労委						標準報酬月額の決定を公平に！ コウヘイ		標準報酬月額決定方法の公平性の確保を！

				地域2 チイキ												20180327文科省内定								スーパー・サイエンス・ハイスクールを西条高校に

				国民4 コクミン		(本会0330) ホンカイ		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁 コ ヒンコン		20180329衆院事務局-子ども底上げ シュウイン ジムキョク コ ソコア						20180329衆院事務局 シュウイン ジムキョク				(衆院事務局0329) 子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ！　子どもの生活底上げ法案　議員立法提出・答弁 コ ヒンコン		子どもの生活底上げ法案 議員立法提出 テイシュツ

				国民4 コクミン		(本会0330) ホンカイ		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁 コ ヒンコン		20180330本会議答弁-子ども底上げ ホンカイギ トウベン コ ソコア				n		20180330本会議 ホンカイギ				(本会0330) 子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ！　子どもの生活底上げ法案　議員立法提出・答弁 コ ヒンコン		子どもの生活底上げ法案　議員立法答弁

				国民3 コクミン		(厚労0330) コウロウ		公的年金で将来世代も生活できるように! 介護の自己負担は応能負担で! 		20180330厚労委低年金-介護自己負担上限 テイ		1				20180330厚労委				(厚労0330) 公的年金で将来世代も生活できるように! 介護の自己負担は応能負担で! 		介護の自己負担は応能負担で！ ジコ オウノウ フタン		介護サービスの自己負担上限設定を応能負担に！

				国民1 コクミン						20180330厚労委低年金-介護自己負担上限 テイ		2				20180330厚労委						公的年金で将来世代も生活できるように！ ショウライ セダイ セイカツ		手取りベースで一定金額以下には下げないようにすべきと提案！

				地域12 チイキ												20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円								１１号バイパス(大生院-萩生完成へ）

				地域3 チイキ												20180330国交省選定								コンパクトシティモデル都市に西条市を
「糸プロジェクト」、「石鎚山ハイウェイオアシス」リニューアル支援
国の「地方再生コンパクトシティ」モデル都市に四国で3都市、愛媛県内で唯一西条市が選定2018年度 イト イシヅチ ヤマ シエン ネンド

				国民5 コクミン												20180508衆院事務局 ジム キョク				(衆院事務局0508) 働き方改革法案の対案として安心労働社会実現法案作成提出！ シュウイン ジムキョク サクセイ テイシュツ				安心労働社会実現法案
議員立法作成（働き方改革法案の対案として）

						(厚労0509) コウロウ		議員立法で働く者の立場で働き方改革を! 安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク		20180509n厚労委-安心労働社会実現法案趣旨説明				n		20180509厚労委 コウロウイ		外れ ハズ		(厚労0509) 議員立法で働く者の立場で働き方改革を! 安心労働社会実現法案趣旨説明		議員立法で働く者の立場で働き方改革を！安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク		議員立法で働く者の立場にたった働き方改革を！安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク

						(厚労0511) コウロウ		高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし!  コウ カロウシ ダ セイド ミナオ		20180511厚労委-高プロ コウロウ コウ				n		20180511厚労委 コウロウ				(厚労0511) 高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし! 		高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし！ コウ カロウシ ダ セイド ミナオ		スーパー裁量労働制である高プロの問題点を追及！ モンダイテン ツイキュウ

				国民22 コクミン		(本会0531) ホンカイ		働き方改革法案反対討論と対案提示! 		20180531n本会議働き方反対討論				n		20180531本会議				(本会0531) 働き方改革法案反対討論と対案提示! 		働き方改革法案反対討論と対案提示！ カイカク ホウ アン タイアン テイジ		究極の残業代ゼロ働かせ放題の高度プロフェッショナル制度を削除し、労使が合意できる真の働き方改革を！大臣にただすだけでなく議員立法を立案提出し、本会議反対討論でも具体的な提案を行いました

				国民29 コクミン		(本会0608) ホンカイ		これで受動喫煙の害をなくせるか？ 五輪を迎える日本が海外に恥じない受動喫煙防止を! 		20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問				n		20180608本会議				(本会0608) これで受動喫煙の害をなくせるか？ 五輪を迎える日本が海外に恥じない受動喫煙防止を! 		代表質問-受動喫煙防止法　		この法律で受動喫煙の害をなくせるか？　五輪を迎える日本が海外に恥ずかしくない受動喫煙防止を！ カイガイ

						(地方創0615) チホウソウ		雑がみ回収の促進を! 所在者不明農地の利用を! マイナンバーによる情報連携を! 		20180615地方創生委		1				20180615地方創生委				(地方創0615) 雑がみ回収の促進を! 所在者不明農地の利用を! マイナンバーによる情報連携を! 		マイナンバーによる情報連携を！		マイナンバーによる情報連携促進し行政サービスを早く！ ソクシン ギョウセイ ハヤ

				地域22 チイキ						20180615地方創生委		2				20180615地方創生委						雑がみ回収の促進を！		紙製容器包装などの雑がみのリサイクルを全国でもっと行ない、製紙の原料を低価格で大量供給しよう！

				地域28 チイキ						20180615地方創生委		3				20180615地方創生委						所在者不明農地の利用を！		所有者不明農地について、土地の所有者情報を正確にし、土地管理もされる制度に！ ショユウシャ フメイ ノウチ トチ ショユウ シャ ジョウホウ セイカク トチ カンリ セイド

				国民24 コクミン				人に優しい社会へ! 介護人材確保法案, 保育士等処遇改善法案, 街なかの実家法案議員立法提出 ヒト ヤサ シャカイ カイゴ ジンザイ カクホ ホウアン ホイクシナド ショグウ カイゼン ホウアン マチ ジッカ ホウアン ギイン リッポウ テイシュツ		20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ						20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ				(衆院事務局0619) 介護人材確保法,保育士等処遇改善法,街なかの実家法 議員立法提出		人に優しい社会へ！介護人材確保法案, 保育士等処遇改善法案, 街なかの実家法案議員立法提出 ヒト ヤサ シャカイ		介護人材確保法案、保育士等処遇改善法案、「産後ケアセンター（街なかの実家）」法案議員立法策定・提出

								党社会保障調査会事務局長就任		20180704党社会保障調査会事務局長就任 トウ シャカイ ホショウ チョウサカイ ジム キョクチョウ シュウニン				n		20180704党社会保障調査会事務局長就任 トウ シャカイ ホショウ チョウサカイ ジム キョクチョウ シュウニン						党社会保障調査会事務局長就任		党社会保障調査会事務局長就任

				国民21 コクミン		(厚労0706) コウロウ		もう年金減らさないでくれ! 生活できない!   年金のこと頼みますよ! 将来が不安です! 
		20180706厚労委-低年金 テイ ネンキン						20180706厚労委				(厚労0706) もう年金減らさないでくれ! 生活できない!   年金のこと頼みますよ! 将来が不安です! 
		どの世代も年金で尊厳ある生活ができるよう!マクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額に! セダイ ネンキン ソンゲン セイカツ ケイザイ テイシ フクシテキ キュウフ テイガク		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！

				地域30 チイキ		(災害特0719) サイガイ トク		愛媛の豪雨災害に至急対処を! ダム操作変更, 水位計増設,川ざらい, がけ危険除去, 浄水･衛生専門家派遣, 農道･溜池補修!  ジョウスイ エイセイ		20180719災害特		1		n		20180719災害特				(災害特0719) 愛媛の豪雨災害に至急対処を! ダム操作変更, 水位計増設,川ざらい, がけ危険除去, 浄水･衛生専門家派遣, 農道･溜池補修! 		ダムの大雨事前放流 オオアメ ジゼン ダイジ ホウリュウ		愛媛の豪雨災害に至急対処を！ダム操作の変更、水位計増設、川ざらい強化、がけ崩れ危険除去、専門家チームの派遣、農道、溜池の補修を！

										20180719災害特		2				20180719災害特						水位計、支流監視所増設 スイイケイ シリュウ カンシ ショ ゾウセツ

										20180719災害特		3				20180719災害特						川ざらい強化 カワ キョウカ

										20180719災害特		4				20180719災害特						松山以南の高速無料を マツヤマ イナン コウソク ムリョウ

										20180719災害特		5				20180719災害特						がけ崩れ危険除去 クズ キケン ジョキョ

										20180719災害特		6				20180719災害特						国道３７８号 コクドウ ゴウ

										20180719災害特		7				20180719災害特						浄水場専門家派遣 ジョウスイジョウ センモンカ ハケン

										20180719災害特		8				20180719災害特						緊急消毒 キンキュウ ショウドク

										20180719災害特		9				20180719災害特						DHEAT派遣 ハケン

										20180719災害特		10				20180719災害特						自衛隊による土砂のけ ジエイタイ ドシャ

										20180719災害特		11				20180719災害特						ライフジャケット配備 ハイビ

										20180719災害特		12				20180719災害特						園地農道補修 エンチ ノウドウ ホシュウ

										20180719災害特		13				20180719災害特						溜池調査修復 タメイケ チョウサ シュウフク

				国民28 コクミン		(厚労1121) コウロウ		政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ! 強い再発防止策を! 		20181121厚労委参考人質疑				n		20181121厚労委				(厚労1121) 政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ! 強い再発防止策を! 		参考人質疑-障がい者雇用 ショウ シャ コヨウ		障がい者雇用：民間にペナルティを強いながら、政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ!強い再発防止策を！

						(厚労1205) コウロウ		年金生活者支援給付金定額月5000円へ!  市の同一労働同一賃金! 子だくさん健保に補助! 		20181205厚労委		1				20181205厚労委		外れ ハズ		(厚労1205) 年金生活者支援給付金定額月5000円へ!  市の同一労働同一賃金! 子だくさん健保に補助! 		年金生活者支援給付金定額月5000円へ テイガク ツキ エン		年金生活者支援給付金を定額給付にすべき、かつ無年金者も含めるべきではないか

				国民27 コクミン						20181205厚労委		2				20181205厚労委						市も同一労働同一賃金を！ シ ドウイツ ロウドウ ドウイツ チンギン		地方自治体でも同一労働同一賃金を実行すべき！

				国民26 コクミン						20181205厚労委		3				20181205厚労委						子だくさんな健保に補助を！ コ ケンポ ホジョ		少子化対策として子だくさんな人が多い健康保険組合に助成金を！

				地域25 チイキ												201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90		外れ ハズ		(質問主意書197.1)国道１１号新居浜バイパス整備, 三島川之江港ガントリークレーンの整備,東予港の港湾整備!! シツモン シュイショ		国道１１号新居浜バイパス整備, 三島川之江港クレーン&東予港整備!!		地元の大切な公共インフラである１.国道１１号新居浜バイパスの推進、２.三島川之江港ガントリークレーンの新設、３.東予港の整備について質問主意書にて要望!

				地域29 チイキ												201812第197回臨時国会質問主意書96				(質問主意書197.2)小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！

				地域23 チイキ		(予算分科0227) ヨサン ブンカ		新居浜太鼓祭りの演技披露を東京五輪で! 西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録!  ゴリン		20190227予算委分科会（文科）		1				20190227予算委4分科会				(予算分科0227) 新居浜太鼓祭りの演技披露を東京五輪で! 西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録! 		新居浜太鼓祭り、西条だんじり祭り、四国中央市の書道パフォーマンスの演技披露を東京オリ・パラ開会式・閉会式で！		東京五輪で開会式・閉会式での新居浜太鼓祭り、四国中央市の書道パフォーマンス、西条だんじり祭りの演技披露を！

				地域24 チイキ						20190227予算委分科会（文科）		2				20190227予算委4分科会						西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録！		西条市のだんじり祭り、・新居浜市・四国中央市の太鼓台祭りの山・鉾・屋台行事のユネスコの無形文化遺産登録の見通しをつけよう！

				国民21 コクミン		(厚労0312) コウロウ		在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ! 給付金はプッシュ型で! 受給資格期間廃止! 		20190312厚労委		1		n		20190312厚労委		外れ ハズ		(厚労0312) 在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ! 給付金はプッシュ型で! 受給資格期間廃止! 		マクロ経済スライドは低所得者には停止を！		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！

										20190312厚労委		2				20190312厚労委						在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ！ ザイゲン ショウライ セダイ ネンキン ゲンガク		在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ！ ザイゲン ショウライ セダイ ネンキン ゲンガク

										20190312厚労委		3				20190312厚労委						年金生活者支援給付金をプッシュ型で口座振込！ ネン コウザ フ コ		年金生活者支援給付金をプッシュ型で降込め ネン フリコ

										20190312厚労委		4				20190312厚労委						受給資格期間(10年)を廃止せよ！ ネン		受給資格期間(10年)を廃止せよ！ ネン

				地域26 チイキ		(地方創0319) チホウソウ		有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を! 埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を! 		20190319地方創生委		1				20190319地方創生委				(地方創0319) 有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を! 埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を! 		有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を！ ヨウセイ セツビ		東予でイノシシ、サル、シカやハクビシンの被害が大きくなってきており、有害鳥獣対策のプロを養成すべき！

				地域27 チイキ						20190319地方創生委		2				20190319地方創生委						埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を！ トチ ショユウシャ ハイリョ		地域の宝、埋蔵文化財発掘に地権者への配慮を！

						(本会0319) ホンカイ		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化! 		20190319本会議代表質問-民事執行法 ホンカイギ ダイヒョウ シツモン ミンジ シッコウ ホウ						20190319本会議 ホンカイギ				(本会0319) 代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化! 		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化！ カイセイ ヨウイクヒ シハラ キョウカ		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化 カイセイ ヨウイクヒ シハラ キョウカ

				地域21 チイキ		(厚労0410) コウロウ		旧三島･土居,西条市西部の総合病院不足,医師不足の是正を! 		20190410厚労委		1		n		20190410厚労委				(厚労0410) 旧三島･土居,西条市西部の総合病院不足,医師不足の是正を! 		旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、医師不足の是正を！ イシ		四国中央市、特に旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、医師不足の是正を！
地域医療介護総合確保基金、交付金（自治体病院、医学部地域枠）を！
公立学校共済組合本部病院部訪問・意見交換
愛媛県地域医療支援センター（高田清式センター長）訪問・意見交換 イシ

				国民30 コクミン						20190410厚労委		2				20190410厚労委						インフルエンザのワクチン注射の負担軽減を！ チュウシャ		インフルエンザの予防接種の子育て家庭等への負担減を！

						(厚労0419) コウロウ		セクハラ規制:他社員から 入社面接官から 顧客ハラ規制強化を! 養育費は必ず入金を! 		20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		1				20190419厚労委		外れ ハズ		(厚労0419) セクハラ規制:他社員から 入社面接官から 顧客ハラ規制強化を! 養育費は必ず入金を! 		セクハラ規制　他社従業員から タシャ ジュウギョウイン		自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		2				20190419厚労委						セクハラ規制　入社面接官から ニュウシャ メンセツ カン		フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！

				国民23 コクミン						20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		3				20190419厚労委						カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ		顧客によるハラスメント（カスタマーハラスメント）防止法案成立を！

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		4				20190419厚労委						家事子育て分担を社会で！ カジ シャカイ		男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		5				20190419厚労委						娘を乱暴した父が無罪判決　おかしい！		娘を乱暴した父が無罪判決が出る法律は再検討すべき

				国民25 コクミン						20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		6				20190419厚労委						養育費は確実に受け取る仕組みを！ ヨウイクヒ カクジツ ウ ト シク		シングルマザーへの養育費支払いを法律で強化を！

						(地方創0425) チホウソウ		放課後児童ク指導員確保を! ソーラー廃棄の仕組み作り! 不法投棄なくせ! 		20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		1		n		20190425地方創生委				(地方創0425) 放課後児童ク指導員確保を! ソーラー廃棄の仕組み作り! 不法投棄なくせ! 		放課後児童クラブ指導員の確保を！		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		2				20190425地方創生委						公民館の政治的に公平な利用許可を！ コウミンカン セイジテキ コウヘイ リヨウ キョカ		公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		3				20190425地方創生委						ソーラーパネル廃棄の仕組み作りを！ ハイキ シク ツク		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！ アラタ キセイ ドウニュウ

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		4				20190425地方創生委 チホウ ソウセイ イ						不法投棄をなくせ！ トウキ		家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！

						(厚労0510) コウロウ		障がい者雇用促進法-賛成討論		20190510厚労委-障がい者雇用促進法-賛成討論 コウロウイ						20190510厚労委 コウロウイ				(厚労0510) 障がい者雇用促進法-賛成討論		障がい者雇用促進法-賛成討論		障がい者雇用促進法-賛成討論

						(厚労0517) コウロウ		児童虐待防止は親支援! 窓口ワンストップ化! 児童福祉の幹部も専門化に! 		20190517厚労委-虐待雇用保険		1				20190517厚労委				(厚労0517) 児童虐待防止は親支援! 窓口ワンストップ化! 児童福祉の幹部も専門化に! 		児童虐待防止は親支援！ ジドウ ギャクタイ ボウシ オヤ シエン		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		2				20190517厚労委								虐待ワンストップ相談窓口を！ ギャクタイ ソウダン マドグチ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		3				20190517厚労委								虐待を受けた子供の司法上の代表者聴取普及を！ ダイヒョウシャ フキュウ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		4				20190517厚労委								児童福祉の幹部の異動のローテーションを長く！ ナガ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		5				20190517厚労委						雇用保険入したが給付されない問題指摘！ キュウフ モンダイ シテキ		雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス

						(厚労1030) コウロウ		在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 		20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		1		n		20191030厚労委		外れ ハズ		(厚労1030) 在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 国民健康保険料算定を公平に！温熱療法の保険適用をわかりやすく！非正規自治体介護士の処遇改善を！ コクミン ケンコウ ホケンリョウ サンテイ コウヘイ		在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ、やめろ！ フタン ショウライ セダイ		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		2				20191030厚労委						温熱療法の保険適用をわかりやすく！		温熱療法の保険適用条件の周知を！

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		3				20191030厚労委						化学プラント従事者の最低賃金設定を！ サイテイ チンギン セッテイ		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		4				20191030厚労委						国民健康保険料算定を公平に！ リョウ サンテイ コウヘイ		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		5				20191030厚労委						非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ カイゼン		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		6				20191030厚労委						難病支援を！ ナンビョウ シエン		難病患者の「重症度分類」は症状の波を考慮して慎重に！ ナンビョウ カンジャ ジュウショウ ド ブンルイ ショウジョウ ナミ コウリョ シンチョウ

						(地方創1112) チホウソウ		新居浜高専など高専予算増額! 三島駅川之江駅エレベーター設置! 四国新幹線とＪＲ四国支援		20191112n地方創生委-高専JR建築		2		n		20191112地方創生委				(地方創1112) 新居浜高専など高専予算増額! 三島駅川之江駅エレベーター設置! 四国新幹線とＪＲ四国支援		新居浜高専など高専予算の増額を！		新居浜高専など高専予算の増額を！運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！

										20191112n地方創生委-高専JR建築		4				20191112地方創生委						伊予三島駅川之江駅エレベーター設置を！		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ

										20191112n地方創生委-高専JR建築		5				20191112地方創生委						水源森林の買収どうなっている？ スイゲン シンリン バイシュウ		水源の森林が外国人に買われていないか？

										20191112n地方創生委-高専JR建築		6				20191112地方創生委						点字ブロック整備を！ テンジ セイビ		点字ブロックの一斉点検を！

										20191112n地方創生委-高専JR建築		3				20191112地方創生委						四国新幹線とJR四国支援 シコク シンカンセン シコク シエン		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン

						(地方創1119) チホウソウ		合併浄化槽の維持負担減を! 農振地域の転用規制緩和を! 		20191119n地方創生委-浄化槽農地法		1				20191112地方創生委				(地方創1119) 合併浄化槽の維持負担減を! 農家以外の農地購入の制限緩和を！		農家以外の農地購入の制限緩和を！ ノウカ イガイ		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ

										20191119n地方創生委-浄化槽農地法		2		n		20191119地方創生委						合併浄化槽の維持負担減を！		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ

										20191119n地方創生委-浄化槽農地法		3				20191119地方創生委						農振地域の転用規制緩和を！ ノウシン チイキ テンヨウ キセイ カンワ		農振地域の転用規制緩和を！ ノウシン チイキ テンヨウ キセイ カンワ

						(厚労1122) コウロウ		周桑病院を再編するな! 地方のひきこもり･不登校児へアウトリーチ! 		20191122厚労委-周桑病院		1				20191122厚労委				(厚労1122) 周桑病院を再編するな! 地方のひきこもり･不登校児へアウトリーチ! 		西条市立周桑病院を再編検討先にするな！		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン

										20191122厚労委-周桑病院		2				20191122厚労委						地方のひきこもり・不登校児へアウトリーチ！		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ

										20191122厚労委-周桑病院		3				20191122厚労委						基礎年金も非課税に！		基礎年金も非課税に！

										20191122厚労委-周桑病院		4				20191122厚労委						障がい基礎年金の増額を！		障がい基礎年金の増額を！

						(予算分科0225) ヨサン ブンカ		ＣＮＦの量産化! 海洋分解性レジ袋の有料化除外! 移動販売に支援! 		20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		1		n		20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ				(予算分科0225) ＣＮＦの量産化! 海洋分解性レジ袋の有料化除外! 移動販売に支援! 		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化を！		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ

										20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		2				20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ						海洋分解性レジ袋の有料化除外を！ ジョガイ		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ テキ

										20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		3				20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ						移動販売に支援を！ イドウ ハンバイ シエン		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン

						(厚労0306) コウロウ		コロナ水際策徹底! ９月入学導入! アビガン情報開示･ﾌｫﾛｰを! 深夜勤務制度見直し! 		20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		1		n		20200306厚労委				(厚労0306) コロナ水際策徹底! ９月入学導入! アビガン情報開示･ﾌｫﾛｰを! 深夜勤務制度見直し! 		コロナ水際対策徹底を！ ミズギワ タイサク テッテイ		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		2				20200306厚労委						9月入学導入を！ ガツ ニュウガク ドウニュウ		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		3				20200306厚労委						アビガンの情報開示とフォローを！ ジョウホウ カイジ		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		4				20200306厚労委						深夜勤務の労働制度見直しを！ シンヤ キンム ロウドウ セイド ミナオ		深夜勤務の労働制度を見直すよう提案 ロウドウ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		5				20200306厚労委						保育園の入園条件緩和を！		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！

						(地方創0319) チホウソウ		コロナ融資･保証で経営者連帯保証なし原則化! オレオレ詐欺の重刑化を! 		20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		1		n		20200319地方創生委				(地方創0319) コロナ融資･保証で経営者連帯保証なし原則化! オレオレ詐欺の重刑化を! 		コロナ融資・保証で経営者連帯保証なしを原則に！ ユウシ ホショウ ケイエイ シャ レンタイ ホショウ ゲンソク		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！

										20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		2				20200319地方創生委						高齢者の保険契約締結慎重に！ シンチョウ		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！

										20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		3				20200319地方創生委						オレオレ詐欺の重刑化を！ ジュウケイ カ		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！

						(地方創0407) チホウソウ		ｵﾝﾗｲﾝ授業高３優先! ９月入学!  遠隔診療初診から!  ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ事業者との関係透明に! 		20200407n地方創生委-遠隔授業		1		n		20200407地方創生委				(地方創0407) ｵﾝﾗｲﾝ授業高３優先! ９月入学!  遠隔診療初診から!  ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ事業者との関係透明に! 		オンライン授業を高３生に！		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！

										20200407n地方創生委-遠隔授業		2				20200407地方創生委						入進学を９月に移行すべき！		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ

										20200407n地方創生委-遠隔授業		3				20200407地方創生委						遠隔診療を初診から！		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！

										20200407n地方創生委-遠隔授業		4				20200407地方創生委						スーパーシティ事業者との関係は透明に！ カンケイ		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！

						(厚労0414) コウロウ		雇調金:対応期間は延ばせ! 家族労働者,派遣社員を救え! 給付金拡大! アビガンの承認! 		20200414n厚労委-雇調		1.1		n		20200414厚労委				(厚労0414) 雇調金:対応期間は延ばせ! 家族労働者,派遣社員を救え! 給付金拡大! アビガンの承認! 		雇用調整助成金の緊急対応期間は延ばせ！ コヨウチョウセイジョセイキン ノ		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン

										20200414n厚労委-雇調		1.2				20200414厚労委						雇用調整助成金で家族労働者も救え！ スク		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！

										20200414n厚労委-雇調		1.3				20200414厚労委						派遣社員に雇用調整助成金を！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン		派遣社員を抱える派遣会社も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン カカ ハケン ガイシャ コヨウチョウセイジョセイキン

										20200414n厚労委-雇調		2.1				20200414厚労委						給付金：コロナ出費増の「実質収入減」も含めよ！ キュウフ キン フク		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ

										20200414n厚労委-雇調		2.2				20200414厚労委						給付金：連続的、定期的に！ キュウフキン		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ

										20200414n厚労委-雇調		2.3				20200414厚労委						給付金：年金生活者も対象に！ キュウフキン ネンキン セイカツシャ タイショウ		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ

										20200414n厚労委-雇調		3.1				20200414厚労委						まず借り入れの返済猶予を！		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！

										20200414n厚労委-雇調		3.2				20200414厚労委						リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更した場合の金融庁の分類に配慮を！ サキ バアイ キンユウチョウ ブンルイ ハイリョ		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁はその分類を柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ブンルイ ジュウナン アツカ

										20200414n厚労委-雇調		4				20200414厚労委						アビガン錠は他国で症例結果が出ている。緊急の薬事承認を！		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ

										20200414n厚労委-雇調		5				20200414厚労委						骨髄移植後のワクチン再接種の制度化を！		骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ

										20200414n厚労委-雇調		6				20200414厚労委						介助犬普及を！ フキュウ		介助犬のさらなる普及を！

						(厚労0424) コウロウ		コロナ関係事業やエッセンシャル･ワーカーの職場を優先支援! 		20200424n厚労委-倒産年金		1		n		20200424厚労委				(厚労0424) コロナ関係事業やエッセンシャル･ワーカーの職場を優先支援! 		新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッセンシャル・ワーカーの職場に優先せよ！ カンケイ ジギョウ ユウセン		新型コロナ関連での倒産企業への支援、特に融資を、特にエッセンシャル・ワーカーの職場医療・福祉関係の方、清掃作業や流通、そして、マスク、ガウン、消毒液関連の企業を優先して支援すべきではないか？

										20200424n厚労委-倒産年金		2				20200424厚労委						基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！ カイカク		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！

						(厚労0513) コウロウ		対コロナ:大学入試を公平に! 介護施設,ｽﾀｯﾌ支援! 雇調金の給付迅速化,上限増! 		20200513厚労委-入学デイ雇調年金		1				20200513厚労委		外れ ハズ		(厚労0513) 対コロナ:大学入試を公平に! 介護施設,ｽﾀｯﾌ支援! 雇調金の給付迅速化,上限増! 		現高３生の入試を公平に！ コウヘイ		現高３生の入試の公平性確保策を！

										20200513厚労委-入学デイ雇調年金		2				20200513厚労委						介護施設、スタッフへの支援を！		新型コロナ対応で負荷がかかり、利用者減少に苦しむ介護施設、スタッフへの支援を！

										20200513厚労委-入学デイ雇調年金		3				20200513厚労委						雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！		雇用調整助成金：今回のコロナで一番打撃を受ける業種、事業体に合わせて、給付の迅速化、上限金額増を図るべき！

						(地方創0520) チホウソウ		持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな! 		20200520n地方創生委-持続化		1		n		20200520地方創生委				(地方創0520) 持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな! 		持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！		持続化給付金対象の支給を早く！そして要件を緩和するべき！

										20200520n地方創生委-持続化		2				20200520地方創生委						固定資産税の軽減拡大を！ カクダイ		固定資産税（および都市計画税）の軽減対象を土地にも広げ、給付を拡大すべき！ キュウフ

										20200520n地方創生委-持続化		3				20200520地方創生委						税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！		税、社会保険料、公共料金の支払い猶予の記録・証明書は、「コロナ特例として」がはっきりわかるようにし、後の入札等で不利な扱いがなされないように

										20200520n地方創生委-持続化		4				20200520地方創生委						林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！		林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！

										20200819厚労委-検査		1		n		20200819厚労委				(厚労0819)新型コロナ対策 今こそ積極的検査体制を! 医療知識ある専任広報官設置! コウロウ イマ セッキョクテキ ケンサ タイセイ イリョウ チシキ センニン コウホウカン セッチ		接触者は全員、出張やボランティア等社会活動にも検査を！ セッショクシャ ゼンイン シュッチョウ トウ シャカイ カツドウ ケンサ

										20200819厚労委-検査		2				20200819厚労委						医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！ セツメイ ホ
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				20190419厚労委		自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！

				20190419厚労委		フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！

				20190419厚労委		カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ

				20190419厚労委		男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ

				20190425地方創生委		公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ

				20190425地方創生委		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！ アラタ キセイ ドウニュウ セッテイ カ ヨクセイ

				20190425地方創生委		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！

				20190517厚労委		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ

				20190517厚労委		雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス

				20191030厚労委		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ

				20191030厚労委		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン

				20191030厚労委		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン

				20191030厚労委		温熱療法の保険適用条件の周知を！

				20191030厚労委		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ

				20191112地方創生委		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ

				20191112地方創生委		水源の森林が外国人に買われていないか？

				20191112地方創生委		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！

				20191112地方創生委		点字ブロックの一斉点検を！

				20191112地方創生委（地方創生相）		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン

				20191119地方創生委		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ

				20191119地方創生委		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ

				20191122厚労委		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン

				20191122厚労委		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ

				20191122厚労委		基礎年金も非課税に！

				20191122厚労委		障がい基礎年金の増額を！

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ コクサイ テキ

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン

				20200306厚労委		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！

				20200306厚労委		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ

				20200306厚労委		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ

				20200306厚労委		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン

				20200319地方創生委		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！

				20200319地方創生委		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！

				20200319地方創生委		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！

				20200407地方創生委		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！

				20200407地方創生委		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ

				20200407地方創生委		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！

				20200407地方創生委		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！

				20200414厚労委		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン

				20200414厚労委		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！

				20200414厚労委		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ

				20200414厚労委		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！

				20200414厚労委		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁は柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ジュウナン アツカ

				20200414厚労委		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ

				20200414厚労委		骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ

				20200414厚労委		介助犬のさらなる普及を！

				20200424厚労委		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！






国会活動プレゼンテーション

				地域活性化への要望 チイキ カッセイカ ヨウボウ

								地域1 チイキ		新幹線次は四国の番		20180215予算委員会（石井啓一国交相）

								地域2 チイキ		スーパー・サイエンス・ハイスクールを西条高校に		20180327文科省内定

								地域3 チイキ		コンパクトシティモデル都市に西条市を
「糸プロジェクト」、「石鎚山ハイウェイオアシス」リニューアル支援
国の「地方再生コンパクトシティ」モデル都市に四国で3都市、愛媛県内で唯一西条市が選定2018年度 イト イシヅチ ヤマ シエン ネンド		20180330国交省選定

								地域4 チイキ		ＣＬＴ（直交集成板）普及を		20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁） ダイ

								地域5 チイキ		東予港整備(中央港ほぼ完成）		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ

								地域6 チイキ		所有者不明土地対策
（公の管理へ）		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ

								地域7 チイキ		空き家対策を国として取組め		20180316地方創生委

								地域8 チイキ		下水道整備の見通し周知を		20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ

								地域9 チイキ		キラリと光る地方大学づくりに東予のモノづくりを(CNFなど)		20180316地方創生委

								地域10 チイキ		技能実習生制度充実を（業種と年限で）		20180215予算委員会（法務相）

								地域11 チイキ		三島川之江港整備を		20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ

								地域12 チイキ		１１号バイパス(大生院-萩生完成へ）		20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円

								地域13 チイキ		モノづくりの３交代勤務者へ
配慮を働き方改革で		20180215予算委員会（厚労相）

								地域14 チイキ		信号機をＡＩ（人工知能）で
制御し渋滞緩和を		20180316地方創生委

				国民生活向上への要望 コクミン セイカツ コウジョウ ヨウボウ

								国民1 コクミン		生活できる年金への改革
着手を（手取りベースで一定金額以下に下がらないようにすべき)

								国民2 コクミン		「ねんきん定期便」「ねんきんネット」は年金が将来減らされることを加味して開示を		20171124厚労委、20180330厚労委

								国民3 コクミン		介護サービスの自己負担上限設定を応能負担に		20180330厚労委

								国民4 コクミン		子どもの生活底上げ法案
議員立法提出・答弁		20180330衆議院本会議

								国民5 コクミン		安心労働社会実現法案
議員立法作成（働き方改革法案の対案として）		20180508衆議院事務総長 ジム ソウチョウ

								国民6 コクミン		裁量労働制拡大法案の基礎
となったデータはおかしいゾ!		20180215予算委員会（厚労相）

								国民7 コクミン		高度プロフェショナル（残業代ゼロ）制度は削除を		20180323厚労委

								国民8 コクミン		標準報酬月額決定方法の
公平性の確保を		20180323厚労委

				地域活性化への要望

								地域21 チイキ		四国中央市、特に旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、お医者さん不足の是正を！
地域医療介護総合確保基金、交付金（自治体病院、医学部地域枠）を！
公立学校共済組合本部病院部訪問・意見交換
愛媛県地域医療支援センター（高田清式センター長）訪問・意見交換		20190410厚労委

								地域22 チイキ		紙製容器包装などの雑がみのリサイクルを全国でもっと行ない、製紙の原料を低価格で大量供給しよう！		20180615地方創生委

								地域23 チイキ		東京五輪で開会式・閉会式での新居浜太鼓祭り、四国中央市の書道パフォーマンス、西条だんじり祭りの演技披露を！		20190227予算委員会第4分科会
 ダイ

								地域24 チイキ		西条市のだんじり祭り、・新居浜市・四国中央市の太鼓台祭りの山・鉾・屋台行事のユネスコの無形文化遺産登録の見通しをつけよう！		20190227予算委員会第4分科会

								地域25 チイキ		地元の大切な公共インフラである１.国道１１号新居浜バイパスの推進、２.三島川之江港ガントリークレーンの新設、３.東予港の整備について質問主意書にて要望!		201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90

								地域26 チイキ		東予でイノシシ、サル、シカやハクビシンの被害が大きくなってきており、有害鳥獣対策のプロを養成すべき！		20190319地方創生委

								地域27 チイキ		地域の宝、埋蔵文化財発掘に地権者への配慮を！		20190319地方創生委

								地域28 チイキ		所有者不明農地について、土地の所有は、その土地を使う人や公（おおやけ）に管理や所有移転もできる制度創設を！ ショユウシャ フメイ ノウチ トチ ショユウ トチ ツカ ヒト コウ カンリ ショユウ イテン セイド ソウセツ		20180615地方創生委

								地域29 チイキ		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		201812第197回臨時国会質問主意書96

								地域30 チイキ		愛媛の豪雨災害に至急対処を！ダム操作の変更、水位計増設、川ざらい強化、がけ崩れ危険除去、専門家チームの派遣、農道、溜池の補修を！		20180719災害対策特別委員会



				国民生活向上への要望

								国民21 コクミン		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！		20180706厚労委、20190312厚労委

								国民22 コクミン		究極の残業代ゼロ働かせ放題の高度プロフェッショナル制度を削除し、
労使が合意できる真の働き方改革を！
大臣にただすだけでなく議員立法を立案提出し、
本会議反対討論でも具体的な提案を行いました		20180508衆院事務総長室議員立法提出、20180509厚労委議員立法趣旨説明、20180511厚労委、20180531衆議院本会議働き方改革法案討論 ソウ

								国民23 コクミン		顧客によるハラスメント（カスタマーハラスメント）防止法案成立を！		20190419厚労委

								国民24 コクミン		介護人材確保法案、保育士等処遇改善法案、「産後ケアセンター（街なかの実家）」法案議員立法策定・提出		20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ

								国民25 コクミン		シングルマザーへの養育費支払いを法律で強化を！		20190419厚労委

								国民26 コクミン		少子化対策として子だくさんな人が多い健康保険組合に助成金を！		20181205厚労委

								国民27 コクミン		地方自治体でも同一労働同一賃金を実行すべき！		20181205厚労委

								国民28 コクミン		障がい者雇用：民間にペナルティを強いながら、政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ!強い再発防止策を！		20181121厚労委参考人質疑

								国民29 コクミン		五輪を迎える日本が国際標準にも恥ずかしくない受動喫煙防止を！		20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問

								国民30 コクミン		インフルエンザの予防接種の子育て家庭等への負担減を！		20190410厚労委



				２０１９０４１９以降 イコウ



		A		B		C		D		E		F

		26		地 チ		1		1		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）量産化への支援強化と知財の啓発を！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		17		地 チ		1		2		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ		20191112地方創生委				・		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！		地方創生委
20191112

		27		地 チ		1		3		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ コクサイ テキ		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		18		地 チ		1		4		水源の森林が外国人に買われていないか？		20191112地方創生委				・		水源の森林が外国人に買われていないか？		地方創生委
20191112

																・		林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！ ホウキ フセ タメ		地方創生委
20200520

		14		地 チ		1		5		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ		20191030厚労委				・		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ジチタイ		厚労委
20191030

		20		地 チ		1		6		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ		20191119地方創生委				・		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！		地方創生委
20191119

		13		地 チ		1		7		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン		20191030厚労委				・		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！		厚労委
20191030

		15		地 チ		2		1		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！		20191112地方創生委				・		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年比実質約４２億円増加！		地方創生委
20191112

		12		地 チ		2		2		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン		20191030厚労委				・		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン		厚労委
20191030

		16		地 チ		2		3		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン		20191112地方創生委（地方創生相）				・		新幹線次は四国の番か		地方創生委
20191112

		35		地 チ		2		5		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！		20200319地方創生委				・		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！		地方創生委
20200319

		7		地 チ		2		6		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！ アラタ キセイ ドウニュウ セッテイ カ ヨクセイ		20190425地方創生委				・		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！
家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！		地方創生委
20190425

		39				3		1		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！		20200407地方創生委				・		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！		地方創生委
20200407

		22		地 チ		3		2		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン		20191122厚労委				・		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！		厚労委
20191122

		21		地 チ		3		3		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ		20191119地方創生委				・		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で		地方創生委
20191119

		23		地 チ		3		4		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ		20191122厚労委				・		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！		厚労委
20191122

		28		地 チ		3		5		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン		20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン				・		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！		予算員会第7分科会
(経産)20200225

		32		地 チ		3		6		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！		20200306厚労委				・		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！		厚労委
20200306

		19		地 チ		3		7		点字ブロックの一斉点検を！		20191112地方創生委				・		点字ブロックの一斉点検を！		地方創生委
20191112

		34		地 チ		3		8		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！		20200319地方創生委				・		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！		地方創生委
20200319



		29				4		1		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ		20200306厚労委				・		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。新型コロナ水際対策の徹底を！ シンガタ		厚労委
20200306

		30				4		2		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ		20200306厚労委				・		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！		厚労委
20200306

		31				4		3		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン		20200306厚労委				・		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」の、新型コロナに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！		厚労委
20200306

		33				4		4		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！		20200319地方創生委				・		対コロナセーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしを原則に！ タイ		地方創生委
20200319

		37				4		5		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ		20200407地方創生委				・		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委をさらに追及）		地方創生委
20200407

		36		地 チ		4		5.5		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！		20200407地方創生委				・		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！		地方創生委
20200407

		38				4		6		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！		20200407地方創生委				・		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！		地方創生委
20200407

		40				4		7		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン		20200414厚労委				・		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！		厚労委
20200414

		41				4		8		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！		20200414厚労委				・		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！		厚労委
20200414

		42				4		9		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン		20200414厚労委				・		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！		厚労委
20200414

		43				4		10		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ タイオウ キン		厚労委
20200414

		44				4		11		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金７月以降も対象に！連続的、定期的な給付に！		厚労委
20200414

		45				4		12		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ		20200414厚労委				・		コロナ対応給付金年金生活者も対象に！		厚労委
20200414

		47				4		14		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！		20200414厚労委				・		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！		厚労委
20200414

		48				4		15		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁は柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ジュウナン アツカ		20200414厚労委				・		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になっても金融庁は柔軟に扱うべし！		厚労委
20200414

		49				4		16		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ		20200414厚労委				・		アビガンは他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し
緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及)		厚労委
20200414

																・		新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッセンシャル・ワーカーの職場に優先せよ！		厚労委
20200424

																・		現高３生の入試を公平に！		厚労委
20200513

																・		介護施設、スタッフへの支援を！		厚労委
20200513

																・		雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！		厚労委
20200513

																・		持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！		地方創生委
20200520

																・		固定資産税の軽減拡大を！		地方創生委
20200520

																・		税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！		地方創生委
20200520

																・		接触者は全員、出張やボランティア等社会活動にも検査を！		厚労委
20200819

																・		医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！		厚労委
20200819



		1								自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！		20190419厚労委				・		自社労働者が、他社の従業者によりハラスメントを受けた場合の救済を！		厚労委
20190419

		2								フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！		20190419厚労委				・		フリーランス・就活生へのセクハラ被害を救済できるように！ ヒガイ		厚労委
20190419

		3								カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ		20190419厚労委				・		カスタマーハラスメント規制強化を！		厚労委
20190419

		4								男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ		20190419厚労委				・		男性の家事、子育て分担の後押しを！		厚労委
20190419

		5								放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！		20190425地方創生委				・		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！		地方創生委
20190425

		6								公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ		20190425地方創生委				・		公民館の議員による集会利用確保を！
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可を確認		地方創生委
20190425

		8								児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ		20190517厚労委				・		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！		厚労委
20190517

		9								雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス		20190517厚労委				・		雇用保険加入条件と給付条件が異なり保険金をもらえない問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホケンキン		厚労委
20190517

		11								温熱療法の保険適用条件の周知を！		20191030厚労委				・		がん温熱療法の保険適用条件の周知を！		厚労委
20191030

		50								骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ		20200414厚労委				・		骨髄移植後のワクチン再接種は国の制度化をすべき！		厚労委
20200414

		51								介助犬のさらなる普及を！		20200414厚労委				・		介助犬のさらなる普及を！		厚労委
20200414

		24				5		2		基礎年金も非課税に！		20191122厚労委				・		基礎年金も非課税に！		厚労委
20191122

		25				5		3		障がい基礎年金の増額を！		20191122厚労委				・		障がい基礎年金の増額を！		厚労委
20191122

		53				5		5		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！		20200424厚労委				・		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！		厚労委
20200424

		10				5		1		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ		20191030厚労委				・		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！		厚労委
20191030

																・		基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！		厚労委
20200424





		55				5		7		日本年金機構の徴収権限を強化すべき！ チョウシュウ ケンゲン		2020厚労委				・		日本年金機構の徴収権限を強化すべき！

		56				5		8		被用者保険非適用業種はなくして、被用者保険の対象を拡大するべき！		2020厚労委				・		被用者保険非適用業種はなくして、被用者保険の対象を拡大するべき！
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国会活動管理表

										20100225予算委第8分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ						20100225予算委第8分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ

										20100317経産委 ケイサン イ						20100317経産委 ケイサン イ

										20110225予算委第4分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ						20110225予算委第4分科会 ヨサンイ ダイ ブンカカイ

										20110729経産委 ケイサン イ						20110729経産委 ケイサン イ

										20111026厚労委 コウロウイ						20111026厚労委 コウロウイ

										20120417厚労委 コウロウイ						20120417厚労委 コウロウイ

										20120530社保税一体改革特別委 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ						20120530社保税一体改革特別委 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ

										20120622社保税一体改革特別委-答弁 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ トウベン						20120622社保税一体改革特別委-答弁 シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ トウベン

										20120810参-社保税一体改革特別委-答弁 サン シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ						20120810参-社保税一体改革特別委-答弁 サン シャ ホゼイ イッタイ カイカク トクベツ

						(厚労1124) コウロウ		年金で尊厳ある生活を! どれだけ下がるか個別に知らせよ! 介護保険料の段階設定で所得の配慮を! 		20171124n厚労委-年金介護保険料		1				20171124厚労委				(厚労1124) 年金で尊厳ある生活を! どれだけ下がるか個別に知らせよ! 介護保険料の段階設定で所得の配慮を! 		介護保険料の段階設定で所得の配慮を！ ダンカイ セッテイ ショトク ハイリョ		介護保険料の課税状況別段階設定の仕方で低所得者配慮を カゼイ ジョウキョウ ベツ ダンカイ セッテイ シカタ テイショトクシャ ハイリョ

				国民1 コクミン						20171124n厚労委-年金介護保険料		2		n		20171124厚労委						年金で尊厳ある生活を！ ネンキン		生活できる年金への改革着手を

				国民2 コクミン						20171124n厚労委-年金介護保険料		2.1				20171124厚労委						年金どれだけ下がるか個別に知らせよ！ ネンキン サ コベツ シ		「ねんきん定期便」「ねんきんネット」は年金が将来減らされることを加味して開示を

				国民6 コクミン		(予算0215) ヨサン		四国新幹線! 夜間シフト処遇向上を! 技能実習生制度改善を! 国民年金を実質減らすな! 裁量労働制のデータでたらめ？		20180215予算委員会（厚労相）		1				20180215予算委				(予算0215) 四国新幹線! 夜間シフト処遇向上を! 技能実習生制度改善を! 国民年金を実質減らすな! 裁量労働制のデータでたらめ？		裁量労働制のデータでたらめ？ サイリョウ ロウドウ セイ		裁量労働制拡大法案の基礎
となったデータはおかしいゾ!

				地域1 チイキ						20180215予算委員会（石井啓一国交相）		2		n		20180215予算委						四国新幹線！ シコク シンカンセン		新幹線次は四国の番

				地域13 チイキ						20180215予算委員会（厚労相）		3				20180215予算委						夜間シフト処遇向上を！ ヤカン ショグウ コウジョウ		モノづくりの３交代勤務者へ配慮を働き方改革で

				地域10 チイキ						20180215予算委員会（法務相）		4				20180215予算委						技能実習生制度改善を！ ギノウ ジッシュウセイ セイド カイゼン		技能実習生制度充実を（業種と年限で）

										20180215予算委員会（厚労相）		5				20180215予算委						国民年金を実質減らすな！ コクミン ネンキン ジッシツ ヘ

				地域6 チイキ		(予算分科0226) ヨサン ブンカ		三島川之江港･東予港整備促進! CLT普及を! 所有者不明土地対策を! 下水道整備に見通しを! 		20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ		1		n		20180226予算委8分科会				(予算分科0226) 三島川之江港･東予港整備促進! CLT普及を! 所有者不明土地対策を! 下水道整備に見通しを! 		所有者不明土地対策を！ タイサク		所有者不明土地の所有者データ整備（公の土地管理も） ショユウシャ セイビ オオヤケ トチ カンリ

				地域11 チイキ						20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ		2				20180226予算委8分科会						三島川之江港整備を！		三島川之江港さらに整備を！

				地域5 チイキ						20180226予算委員会第８分科会（国交省） ダイ		2.1				20180226予算委8分科会						東予港整備促進！ ソクシン		東予港整備で中央港ほぼ完成、その後も！ アト

				地域8 チイキ						20180226予算委員会第8分科会（国交省） ダイ		3				20180226予算委8分科会						地方の下水道整備に見通しを！ ミトオ		下水道整備の見通しをつけ周知して！

				地域4 チイキ						20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁） ダイ		4				20180226予算委8分科会						CLT（直交集成板）の普及を！		ＣＬＴ（直交集成板）普及を！

				地域14 チイキ		(地方創0316) チホウソウ		キラリと光る地方大学を東予に! 信号機制御にＡＩを! 空き家対策を国として取組め! 		20180316地方創生委		1				20180316地方創生委				(地方創0316) キラリと光る地方大学を東予に! 信号機制御にＡＩを! 空き家対策を国として取組め! 		信号機制御にＡＩを！		信号機をＡＩ（人工知能）で制御し渋滞緩和を！

				地域9 チイキ						20180316地方創生委		1.1				20180316地方創生委						キラリと光る地方大学を東予に！ トウヨ		キラリと光る地方大学づくりに東予のモノづくりを(CNFなど)

				地域7 チイキ						20180316地方創生委		2				20180316地方創生委						空き家対策を国として取組め！		空き家対策を国として取組め！

				国民7 コクミン		(厚労0323) コウロウ		高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に! 		20180323厚労委高プロ裁量労働-標準報酬月額		1				20180323厚労委				(厚労0323) 高度プロやめて裁量労働制を修正を! 標準報酬月額の決定を公平に! 		高度プロ制度は削除を！		高度プロフェショナル（残業代ゼロ）制度をやめて裁量労働制を修正を！

				国民8 コクミン						20180323厚労委高プロ裁量労働-標準報酬月額		2				20180323厚労委						標準報酬月額の決定を公平に！ コウヘイ		標準報酬月額決定方法の公平性の確保を！

				地域2 チイキ												20180327文科省内定								スーパー・サイエンス・ハイスクールを西条高校に

				国民4 コクミン		(本会0330) ホンカイ		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁 コ ヒンコン		20180329衆院事務局-子ども底上げ シュウイン ジムキョク コ ソコア						20180329衆院事務局 シュウイン ジムキョク				(衆院事務局0329) 子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ！　子どもの生活底上げ法案　議員立法提出・答弁 コ ヒンコン		子どもの生活底上げ法案 議員立法提出 テイシュツ

				国民4 コクミン		(本会0330) ホンカイ		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁 コ ヒンコン		20180330本会議答弁-子ども底上げ ホンカイギ トウベン コ ソコア				n		20180330本会議 ホンカイギ				(本会0330) 子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ! 議員立法提出･答弁		子どもの生活底上げ法案で子どもの貧困をなくせ！　子どもの生活底上げ法案　議員立法提出・答弁 コ ヒンコン		子どもの生活底上げ法案　議員立法答弁

				国民3 コクミン		(厚労0330) コウロウ		公的年金で将来世代も生活できるように! 介護の自己負担は応能負担で! 		20180330厚労委低年金-介護自己負担上限 テイ		1				20180330厚労委				(厚労0330) 公的年金で将来世代も生活できるように! 介護の自己負担は応能負担で! 		介護の自己負担は応能負担で！ ジコ オウノウ フタン		介護サービスの自己負担上限設定を応能負担に！

				国民1 コクミン						20180330厚労委低年金-介護自己負担上限 テイ		2				20180330厚労委						公的年金で将来世代も生活できるように！ ショウライ セダイ セイカツ		手取りベースで一定金額以下には下げないようにすべきと提案！

				地域12 チイキ												20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円								１１号バイパス(大生院-萩生完成へ）

				地域3 チイキ												20180330国交省選定								コンパクトシティモデル都市に西条市を
「糸プロジェクト」、「石鎚山ハイウェイオアシス」リニューアル支援
国の「地方再生コンパクトシティ」モデル都市に四国で3都市、愛媛県内で唯一西条市が選定2018年度 イト イシヅチ ヤマ シエン ネンド

				国民5 コクミン												20180508衆院事務局 ジム キョク				(衆院事務局0508) 働き方改革法案の対案として安心労働社会実現法案作成提出！ シュウイン ジムキョク サクセイ テイシュツ				安心労働社会実現法案
議員立法作成（働き方改革法案の対案として）

						(厚労0509) コウロウ		議員立法で働く者の立場で働き方改革を! 安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク		20180509n厚労委-安心労働社会実現法案趣旨説明				n		20180509厚労委 コウロウイ		外れ ハズ		(厚労0509) 議員立法で働く者の立場で働き方改革を! 安心労働社会実現法案趣旨説明		議員立法で働く者の立場で働き方改革を！安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク		議員立法で働く者の立場にたった働き方改革を！安心労働社会実現法案趣旨説明 ハタラ モノ タチバ ハタラ カタ カイカク

						(厚労0511) コウロウ		高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし!  コウ カロウシ ダ セイド ミナオ		20180511厚労委-高プロ コウロウ コウ				n		20180511厚労委 コウロウ				(厚労0511) 高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし! 		高プロは過労死を出しやすい制度だ見直すべし！ コウ カロウシ ダ セイド ミナオ		スーパー裁量労働制である高プロの問題点を追及！ モンダイテン ツイキュウ

				国民22 コクミン		(本会0531) ホンカイ		働き方改革法案反対討論と対案提示! 		20180531n本会議働き方反対討論				n		20180531本会議				(本会0531) 働き方改革法案反対討論と対案提示! 		働き方改革法案反対討論と対案提示！ カイカク ホウ アン タイアン テイジ		究極の残業代ゼロ働かせ放題の高度プロフェッショナル制度を削除し、労使が合意できる真の働き方改革を！大臣にただすだけでなく議員立法を立案提出し、本会議反対討論でも具体的な提案を行いました

				国民29 コクミン		(本会0608) ホンカイ		これで受動喫煙の害をなくせるか？ 五輪を迎える日本が海外に恥じない受動喫煙防止を! 		20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問				n		20180608本会議				(本会0608) これで受動喫煙の害をなくせるか？ 五輪を迎える日本が海外に恥じない受動喫煙防止を! 		代表質問-受動喫煙防止法　		この法律で受動喫煙の害をなくせるか？　五輪を迎える日本が海外に恥ずかしくない受動喫煙防止を！ カイガイ

						(地方創0615) チホウソウ		雑がみ回収の促進を! 所在者不明農地の利用を! マイナンバーによる情報連携を! 		20180615地方創生委		1				20180615地方創生委				(地方創0615) 雑がみ回収の促進を! 所在者不明農地の利用を! マイナンバーによる情報連携を! 		マイナンバーによる情報連携を！		マイナンバーによる情報連携促進し行政サービスを早く！ ソクシン ギョウセイ ハヤ

				地域22 チイキ						20180615地方創生委		2				20180615地方創生委						雑がみ回収の促進を！		紙製容器包装などの雑がみのリサイクルを全国でもっと行ない、製紙の原料を低価格で大量供給しよう！

				地域28 チイキ						20180615地方創生委		3				20180615地方創生委						所在者不明農地の利用を！		所有者不明農地について、土地の所有者情報を正確にし、土地管理もされる制度に！ ショユウシャ フメイ ノウチ トチ ショユウ シャ ジョウホウ セイカク トチ カンリ セイド

				国民24 コクミン				人に優しい社会へ! 介護人材確保法案, 保育士等処遇改善法案, 街なかの実家法案議員立法提出 ヒト ヤサ シャカイ カイゴ ジンザイ カクホ ホウアン ホイクシナド ショグウ カイゼン ホウアン マチ ジッカ ホウアン ギイン リッポウ テイシュツ		20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ						20180619衆院事務総長に議員立法提出 ソウ				(衆院事務局0619) 介護人材確保法,保育士等処遇改善法,街なかの実家法 議員立法提出		人に優しい社会へ！介護人材確保法案, 保育士等処遇改善法案, 街なかの実家法案議員立法提出 ヒト ヤサ シャカイ		介護人材確保法案、保育士等処遇改善法案、「産後ケアセンター（街なかの実家）」法案議員立法策定・提出

								党社会保障調査会事務局長就任		20180704党社会保障調査会事務局長就任 トウ シャカイ ホショウ チョウサカイ ジム キョクチョウ シュウニン				n		20180704党社会保障調査会事務局長就任 トウ シャカイ ホショウ チョウサカイ ジム キョクチョウ シュウニン						党社会保障調査会事務局長就任		党社会保障調査会事務局長就任

				国民21 コクミン		(厚労0706) コウロウ		もう年金減らさないでくれ! 生活できない!   年金のこと頼みますよ! 将来が不安です! 
		20180706厚労委-低年金 テイ ネンキン						20180706厚労委				(厚労0706) もう年金減らさないでくれ! 生活できない!   年金のこと頼みますよ! 将来が不安です! 
		どの世代も年金で尊厳ある生活ができるよう!マクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額に! セダイ ネンキン ソンゲン セイカツ ケイザイ テイシ フクシテキ キュウフ テイガク		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！

				地域30 チイキ		(災害特0719) サイガイ トク		愛媛の豪雨災害に至急対処を! ダム操作変更, 水位計増設,川ざらい, がけ危険除去, 浄水･衛生専門家派遣, 農道･溜池補修!  ジョウスイ エイセイ		20180719災害特		1		n		20180719災害特				(災害特0719) 愛媛の豪雨災害に至急対処を! ダム操作変更, 水位計増設,川ざらい, がけ危険除去, 浄水･衛生専門家派遣, 農道･溜池補修! 		ダムの大雨事前放流 オオアメ ジゼン ダイジ ホウリュウ		愛媛の豪雨災害に至急対処を！ダム操作の変更、水位計増設、川ざらい強化、がけ崩れ危険除去、専門家チームの派遣、農道、溜池の補修を！

										20180719災害特		2				20180719災害特						水位計、支流監視所増設 スイイケイ シリュウ カンシ ショ ゾウセツ

										20180719災害特		3				20180719災害特						川ざらい強化 カワ キョウカ

										20180719災害特		4				20180719災害特						松山以南の高速無料を マツヤマ イナン コウソク ムリョウ

										20180719災害特		5				20180719災害特						がけ崩れ危険除去 クズ キケン ジョキョ

										20180719災害特		6				20180719災害特						国道３７８号 コクドウ ゴウ

										20180719災害特		7				20180719災害特						浄水場専門家派遣 ジョウスイジョウ センモンカ ハケン

										20180719災害特		8				20180719災害特						緊急消毒 キンキュウ ショウドク

										20180719災害特		9				20180719災害特						DHEAT派遣 ハケン

										20180719災害特		10				20180719災害特						自衛隊による土砂のけ ジエイタイ ドシャ

										20180719災害特		11				20180719災害特						ライフジャケット配備 ハイビ

										20180719災害特		12				20180719災害特						園地農道補修 エンチ ノウドウ ホシュウ

										20180719災害特		13				20180719災害特						溜池調査修復 タメイケ チョウサ シュウフク

				国民28 コクミン		(厚労1121) コウロウ		政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ! 強い再発防止策を! 		20181121厚労委参考人質疑				n		20181121厚労委				(厚労1121) 政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ! 強い再発防止策を! 		参考人質疑-障がい者雇用 ショウ シャ コヨウ		障がい者雇用：民間にペナルティを強いながら、政府の障がい者雇用偽装にペナルティがないのはおかしいゾ!強い再発防止策を！

						(厚労1205) コウロウ		年金生活者支援給付金定額月5000円へ!  市の同一労働同一賃金! 子だくさん健保に補助! 		20181205厚労委		1				20181205厚労委		外れ ハズ		(厚労1205) 年金生活者支援給付金定額月5000円へ!  市の同一労働同一賃金! 子だくさん健保に補助! 		年金生活者支援給付金定額月5000円へ テイガク ツキ エン		年金生活者支援給付金を定額給付にすべき、かつ無年金者も含めるべきではないか

				国民27 コクミン						20181205厚労委		2				20181205厚労委						市も同一労働同一賃金を！ シ ドウイツ ロウドウ ドウイツ チンギン		地方自治体でも同一労働同一賃金を実行すべき！

				国民26 コクミン						20181205厚労委		3				20181205厚労委						子だくさんな健保に補助を！ コ ケンポ ホジョ		少子化対策として子だくさんな人が多い健康保険組合に助成金を！

				地域25 チイキ												201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90		外れ ハズ		(質問主意書197.1)国道１１号新居浜バイパス整備, 三島川之江港ガントリークレーンの整備,東予港の港湾整備!! シツモン シュイショ		国道１１号新居浜バイパス整備, 三島川之江港クレーン&東予港整備!!		地元の大切な公共インフラである１.国道１１号新居浜バイパスの推進、２.三島川之江港ガントリークレーンの新設、３.東予港の整備について質問主意書にて要望!

				地域29 チイキ												201812第197回臨時国会質問主意書96				(質問主意書197.2)小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！		小規模農家・農地の多い愛媛は農業委員会の機能強化を！

				地域23 チイキ		(予算分科0227) ヨサン ブンカ		新居浜太鼓祭りの演技披露を東京五輪で! 西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録!  ゴリン		20190227予算委分科会（文科）		1				20190227予算委4分科会				(予算分科0227) 新居浜太鼓祭りの演技披露を東京五輪で! 西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録! 		新居浜太鼓祭り、西条だんじり祭り、四国中央市の書道パフォーマンスの演技披露を東京オリ・パラ開会式・閉会式で！		東京五輪で開会式・閉会式での新居浜太鼓祭り、四国中央市の書道パフォーマンス、西条だんじり祭りの演技披露を！

				地域24 チイキ						20190227予算委分科会（文科）		2				20190227予算委4分科会						西条市のだんじり祭りをユネスコ無形文化遺産登録！		西条市のだんじり祭り、・新居浜市・四国中央市の太鼓台祭りの山・鉾・屋台行事のユネスコの無形文化遺産登録の見通しをつけよう！

				国民21 コクミン		(厚労0312) コウロウ		在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ! 給付金はプッシュ型で! 受給資格期間廃止! 		20190312厚労委		1		n		20190312厚労委		外れ ハズ		(厚労0312) 在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ! 給付金はプッシュ型で! 受給資格期間廃止! 		マクロ経済スライドは低所得者には停止を！		どの世代も年金で尊厳ある最低限の生活ができるように、制度改革を！当面年金の実質価値を引き下げるマクロ経済スライドの停止と福祉的給付を定額の月額５０００円にすべき！

										20190312厚労委		2				20190312厚労委						在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ！ ザイゲン ショウライ セダイ ネンキン ゲンガク		在職老齢年金の廃止の財源は将来世代の年金減額だぞ！ ザイゲン ショウライ セダイ ネンキン ゲンガク

										20190312厚労委		3				20190312厚労委						年金生活者支援給付金をプッシュ型で口座振込！ ネン コウザ フ コ		年金生活者支援給付金をプッシュ型で降込め ネン フリコ

										20190312厚労委		4				20190312厚労委						受給資格期間(10年)を廃止せよ！ ネン		受給資格期間(10年)を廃止せよ！ ネン

				地域26 チイキ		(地方創0319) チホウソウ		有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を! 埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を! 		20190319地方創生委		1				20190319地方創生委				(地方創0319) 有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を! 埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を! 		有害鳥獣対策～プロ養成とジビエ設備を！ ヨウセイ セツビ		東予でイノシシ、サル、シカやハクビシンの被害が大きくなってきており、有害鳥獣対策のプロを養成すべき！

				地域27 チイキ						20190319地方創生委		2				20190319地方創生委						埋蔵文化財の発掘土地所有者に配慮を！ トチ ショユウシャ ハイリョ		地域の宝、埋蔵文化財発掘に地権者への配慮を！

						(本会0319) ホンカイ		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化! 		20190319本会議代表質問-民事執行法 ホンカイギ ダイヒョウ シツモン ミンジ シッコウ ホウ						20190319本会議 ホンカイギ				(本会0319) 代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化! 		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化！ カイセイ ヨウイクヒ シハラ キョウカ		代表質問-民事執行法改正で養育費の支払い強化 カイセイ ヨウイクヒ シハラ キョウカ

				地域21 チイキ		(厚労0410) コウロウ		旧三島･土居,西条市西部の総合病院不足,医師不足の是正を! 		20190410厚労委		1		n		20190410厚労委				(厚労0410) 旧三島･土居,西条市西部の総合病院不足,医師不足の是正を! 		旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、医師不足の是正を！ イシ		四国中央市、特に旧伊予三島市・土居町や、西条市の西部の総合病院不足、医師不足の是正を！
地域医療介護総合確保基金、交付金（自治体病院、医学部地域枠）を！
公立学校共済組合本部病院部訪問・意見交換
愛媛県地域医療支援センター（高田清式センター長）訪問・意見交換 イシ

				国民30 コクミン						20190410厚労委		2				20190410厚労委						インフルエンザのワクチン注射の負担軽減を！ チュウシャ		インフルエンザの予防接種の子育て家庭等への負担減を！

						(厚労0419) コウロウ		セクハラ規制:他社員から 入社面接官から 顧客ハラ規制強化を! 養育費は必ず入金を! 		20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		1				20190419厚労委		外れ ハズ		(厚労0419) セクハラ規制:他社員から 入社面接官から 顧客ハラ規制強化を! 養育費は必ず入金を! 		セクハラ規制　他社従業員から タシャ ジュウギョウイン		自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		2				20190419厚労委						セクハラ規制　入社面接官から ニュウシャ メンセツ カン		フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！

				国民23 コクミン						20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		3				20190419厚労委						カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ		顧客によるハラスメント（カスタマーハラスメント）防止法案成立を！

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		4				20190419厚労委						家事子育て分担を社会で！ カジ シャカイ		男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ

										20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		5				20190419厚労委						娘を乱暴した父が無罪判決　おかしい！		娘を乱暴した父が無罪判決が出る法律は再検討すべき

				国民25 コクミン						20190419厚労委-セクハラ子育て分担父強姦養育費		6				20190419厚労委						養育費は確実に受け取る仕組みを！ ヨウイクヒ カクジツ ウ ト シク		シングルマザーへの養育費支払いを法律で強化を！

						(地方創0425) チホウソウ		放課後児童ク指導員確保を! ソーラー廃棄の仕組み作り! 不法投棄なくせ! 		20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		1		n		20190425地方創生委				(地方創0425) 放課後児童ク指導員確保を! ソーラー廃棄の仕組み作り! 不法投棄なくせ! 		放課後児童クラブ指導員の確保を！		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		2				20190425地方創生委						公民館の政治的に公平な利用許可を！ コウミンカン セイジテキ コウヘイ リヨウ キョカ		公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		3				20190425地方創生委						ソーラーパネル廃棄の仕組み作りを！ ハイキ シク ツク		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！ アラタ キセイ ドウニュウ

										20190425地方創生委-地方分権一括法-賛成討論 チホウ ソウセイ イ		4				20190425地方創生委 チホウ ソウセイ イ						不法投棄をなくせ！ トウキ		家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！

						(厚労0510) コウロウ		障がい者雇用促進法-賛成討論		20190510厚労委-障がい者雇用促進法-賛成討論 コウロウイ						20190510厚労委 コウロウイ				(厚労0510) 障がい者雇用促進法-賛成討論		障がい者雇用促進法-賛成討論		障がい者雇用促進法-賛成討論

						(厚労0517) コウロウ		児童虐待防止は親支援! 窓口ワンストップ化! 児童福祉の幹部も専門化に! 		20190517厚労委-虐待雇用保険		1				20190517厚労委				(厚労0517) 児童虐待防止は親支援! 窓口ワンストップ化! 児童福祉の幹部も専門化に! 		児童虐待防止は親支援！ ジドウ ギャクタイ ボウシ オヤ シエン		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		2				20190517厚労委								虐待ワンストップ相談窓口を！ ギャクタイ ソウダン マドグチ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		3				20190517厚労委								虐待を受けた子供の司法上の代表者聴取普及を！ ダイヒョウシャ フキュウ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		4				20190517厚労委								児童福祉の幹部の異動のローテーションを長く！ ナガ

										20190517厚労委-虐待雇用保険		5				20190517厚労委						雇用保険入したが給付されない問題指摘！ キュウフ モンダイ シテキ		雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス

						(厚労1030) コウロウ		在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 		20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		1		n		20191030厚労委		外れ ハズ		(厚労1030) 在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ,やめろ! 化学工場従事者の最賃を! 国民健康保険料算定を公平に！温熱療法の保険適用をわかりやすく！非正規自治体介護士の処遇改善を！ コクミン ケンコウ ホケンリョウ サンテイ コウヘイ		在職老齢年金見直しの負担は将来世代だ、やめろ！ フタン ショウライ セダイ		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		2				20191030厚労委						温熱療法の保険適用をわかりやすく！		温熱療法の保険適用条件の周知を！

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		3				20191030厚労委						化学プラント従事者の最低賃金設定を！ サイテイ チンギン セッテイ		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		4				20191030厚労委						国民健康保険料算定を公平に！ リョウ サンテイ コウヘイ		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		5				20191030厚労委						非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ カイゼン		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ

										20191030n厚労委-在職温熱最賃資産割介護士難病		6				20191030厚労委						難病支援を！ ナンビョウ シエン		難病患者の「重症度分類」は症状の波を考慮して慎重に！ ナンビョウ カンジャ ジュウショウ ド ブンルイ ショウジョウ ナミ コウリョ シンチョウ

						(地方創1112) チホウソウ		新居浜高専など高専予算増額! 三島駅川之江駅エレベーター設置! 四国新幹線とＪＲ四国支援		20191112n地方創生委-高専JR建築		2		n		20191112地方創生委				(地方創1112) 新居浜高専など高専予算増額! 三島駅川之江駅エレベーター設置! 四国新幹線とＪＲ四国支援		新居浜高専など高専予算の増額を！		新居浜高専など高専予算の増額を！運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！

										20191112n地方創生委-高専JR建築		4				20191112地方創生委						伊予三島駅川之江駅エレベーター設置を！		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ

										20191112n地方創生委-高専JR建築		5				20191112地方創生委						水源森林の買収どうなっている？ スイゲン シンリン バイシュウ		水源の森林が外国人に買われていないか？

										20191112n地方創生委-高専JR建築		6				20191112地方創生委						点字ブロック整備を！ テンジ セイビ		点字ブロックの一斉点検を！

										20191112n地方創生委-高専JR建築		3				20191112地方創生委						四国新幹線とJR四国支援 シコク シンカンセン シコク シエン		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン

						(地方創1119) チホウソウ		合併浄化槽の維持負担減を! 農振地域の転用規制緩和を! 		20191119n地方創生委-浄化槽農地法		1				20191112地方創生委				(地方創1119) 合併浄化槽の維持負担減を! 農家以外の農地購入の制限緩和を！		農家以外の農地購入の制限緩和を！ ノウカ イガイ		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ

										20191119n地方創生委-浄化槽農地法		2		n		20191119地方創生委						合併浄化槽の維持負担減を！		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ

										20191119n地方創生委-浄化槽農地法		3				20191119地方創生委						農振地域の転用規制緩和を！ ノウシン チイキ テンヨウ キセイ カンワ		農振地域の転用規制緩和を！ ノウシン チイキ テンヨウ キセイ カンワ

						(厚労1122) コウロウ		周桑病院を再編するな! 地方のひきこもり･不登校児へアウトリーチ! 		20191122厚労委-周桑病院		1				20191122厚労委				(厚労1122) 周桑病院を再編するな! 地方のひきこもり･不登校児へアウトリーチ! 		西条市立周桑病院を再編検討先にするな！		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン

										20191122厚労委-周桑病院		2				20191122厚労委						地方のひきこもり・不登校児へアウトリーチ！		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ

										20191122厚労委-周桑病院		3				20191122厚労委						基礎年金も非課税に！		基礎年金も非課税に！

										20191122厚労委-周桑病院		4				20191122厚労委						障がい基礎年金の増額を！		障がい基礎年金の増額を！

						(予算分科0225) ヨサン ブンカ		ＣＮＦの量産化! 海洋分解性レジ袋の有料化除外! 移動販売に支援! 		20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		1		n		20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ				(予算分科0225) ＣＮＦの量産化! 海洋分解性レジ袋の有料化除外! 移動販売に支援! 		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化を！		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ

										20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		2				20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ						海洋分解性レジ袋の有料化除外を！ ジョガイ		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ テキ

										20200225n予算7経産-CNFレジ袋移動販売		3				20200225予算委第7分科会 イ ダイ ブンカカイ						移動販売に支援を！ イドウ ハンバイ シエン		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン

						(厚労0306) コウロウ		コロナ水際策徹底! ９月入学導入! アビガン情報開示･ﾌｫﾛｰを! 深夜勤務制度見直し! 		20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		1		n		20200306厚労委				(厚労0306) コロナ水際策徹底! ９月入学導入! アビガン情報開示･ﾌｫﾛｰを! 深夜勤務制度見直し! 		コロナ水際対策徹底を！ ミズギワ タイサク テッテイ		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		2				20200306厚労委						9月入学導入を！ ガツ ニュウガク ドウニュウ		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		3				20200306厚労委						アビガンの情報開示とフォローを！ ジョウホウ カイジ		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		4				20200306厚労委						深夜勤務の労働制度見直しを！ シンヤ キンム ロウドウ セイド ミナオ		深夜勤務の労働制度を見直すよう提案 ロウドウ

										20200306n厚労委-コロナ入国新学期夜間勤務保育		5				20200306厚労委						保育園の入園条件緩和を！		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！

						(地方創0319) チホウソウ		コロナ融資･保証で経営者連帯保証なし原則化! オレオレ詐欺の重刑化を! 		20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		1		n		20200319地方創生委				(地方創0319) コロナ融資･保証で経営者連帯保証なし原則化! オレオレ詐欺の重刑化を! 		コロナ融資・保証で経営者連帯保証なしを原則に！ ユウシ ホショウ ケイエイ シャ レンタイ ホショウ ゲンソク		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！

										20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		2				20200319地方創生委						高齢者の保険契約締結慎重に！ シンチョウ		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！

										20200319n地方創生-無保証特殊詐欺		3				20200319地方創生委						オレオレ詐欺の重刑化を！ ジュウケイ カ		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！

						(地方創0407) チホウソウ		ｵﾝﾗｲﾝ授業高３優先! ９月入学!  遠隔診療初診から!  ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ事業者との関係透明に! 		20200407n地方創生委-遠隔授業		1		n		20200407地方創生委				(地方創0407) ｵﾝﾗｲﾝ授業高３優先! ９月入学!  遠隔診療初診から!  ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ事業者との関係透明に! 		オンライン授業を高３生に！		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！

										20200407n地方創生委-遠隔授業		2				20200407地方創生委						入進学を９月に移行すべき！		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ

										20200407n地方創生委-遠隔授業		3				20200407地方創生委						遠隔診療を初診から！		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！

										20200407n地方創生委-遠隔授業		4				20200407地方創生委						スーパーシティ事業者との関係は透明に！ カンケイ		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！

						(厚労0414) コウロウ		雇調金:対応期間は延ばせ! 家族労働者,派遣社員を救え! 給付金拡大! アビガンの承認! 		20200414n厚労委-雇調		1.1		n		20200414厚労委				(厚労0414) 雇調金:対応期間は延ばせ! 家族労働者,派遣社員を救え! 給付金拡大! アビガンの承認! 		雇用調整助成金の緊急対応期間は延ばせ！ コヨウチョウセイジョセイキン ノ		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン

										20200414n厚労委-雇調		1.2				20200414厚労委						雇用調整助成金で家族労働者も救え！ スク		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！

										20200414n厚労委-雇調		1.3				20200414厚労委						派遣社員に雇用調整助成金を！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン		派遣社員を抱える派遣会社も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン カカ ハケン ガイシャ コヨウチョウセイジョセイキン

										20200414n厚労委-雇調		2.1				20200414厚労委						給付金：コロナ出費増の「実質収入減」も含めよ！ キュウフ キン フク		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ

										20200414n厚労委-雇調		2.2				20200414厚労委						給付金：連続的、定期的に！ キュウフキン		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ

										20200414n厚労委-雇調		2.3				20200414厚労委						給付金：年金生活者も対象に！ キュウフキン ネンキン セイカツシャ タイショウ		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ

										20200414n厚労委-雇調		3.1				20200414厚労委						まず借り入れの返済猶予を！		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！

										20200414n厚労委-雇調		3.2				20200414厚労委						リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更した場合の金融庁の分類に配慮を！ サキ バアイ キンユウチョウ ブンルイ ハイリョ		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁はその分類を柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ブンルイ ジュウナン アツカ

										20200414n厚労委-雇調		4				20200414厚労委						アビガン錠は他国で症例結果が出ている。緊急の薬事承認を！		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ

										20200414n厚労委-雇調		5				20200414厚労委						骨髄移植後のワクチン再接種の制度化を！		骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ

										20200414n厚労委-雇調		6				20200414厚労委						介助犬普及を！ フキュウ		介助犬のさらなる普及を！

						(厚労0424) コウロウ		コロナ関係事業やエッセンシャル･ワーカーの職場を優先支援! 		20200424n厚労委-倒産年金		1		n		20200424厚労委				(厚労0424) コロナ関係事業やエッセンシャル･ワーカーの職場を優先支援! 		新型コロナ関連での倒産企業への支援や融資を、コロナ関係事業やエッセンシャル・ワーカーの職場に優先せよ！ カンケイ ジギョウ ユウセン		新型コロナ関連での倒産企業への支援、特に融資を、特にエッセンシャル・ワーカーの職場医療・福祉関係の方、清掃作業や流通、そして、マスク、ガウン、消毒液関連の企業を優先して支援すべきではないか？

										20200424n厚労委-倒産年金		2				20200424厚労委						基礎年金を実質減らさないよう制度改革を！ カイカク		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！

						(厚労0513) コウロウ		対コロナ:大学入試を公平に! 介護施設,ｽﾀｯﾌ支援! 雇調金の給付迅速化,上限増! 		20200513厚労委-入学デイ雇調年金		1				20200513厚労委		外れ ハズ		(厚労0513) 対コロナ:大学入試を公平に! 介護施設,ｽﾀｯﾌ支援! 雇調金の給付迅速化,上限増! 		現高３生の入試を公平に！ コウヘイ		現高３生の入試の公平性確保策を！

										20200513厚労委-入学デイ雇調年金		2				20200513厚労委						介護施設、スタッフへの支援を！		新型コロナ対応で負荷がかかり、利用者減少に苦しむ介護施設、スタッフへの支援を！

										20200513厚労委-入学デイ雇調年金		3				20200513厚労委						雇用調整助成金の給付の迅速化、上限金額増を！		雇用調整助成金：今回のコロナで一番打撃を受ける業種、事業体に合わせて、給付の迅速化、上限金額増を図るべき！

						(地方創0520) チホウソウ		持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな! 		20200520n地方創生委-持続化		1		n		20200520地方創生委				(地方創0520) 持続化給付金の要件緩和! 固資税軽減! 税支払猶予で不利な扱いするな! 		持続化給付金の支給を早く！要件緩和を！		持続化給付金対象の支給を早く！そして要件を緩和するべき！

										20200520n地方創生委-持続化		2				20200520地方創生委						固定資産税の軽減拡大を！ カクダイ		固定資産税（および都市計画税）の軽減対象を土地にも広げ、給付を拡大すべき！ キュウフ

										20200520n地方創生委-持続化		3				20200520地方創生委						税、社会保険料、公共料金の支払い猶予で不利な扱いするな！		税、社会保険料、公共料金の支払い猶予の記録・証明書は、「コロナ特例として」がはっきりわかるようにし、後の入札等で不利な扱いがなされないように

										20200520n地方創生委-持続化		4				20200520地方創生委						林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！		林地放棄を防ぐ為、台帳の正確性向上を！

										20200819厚労委-検査		1		n		20200819厚労委				(厚労0819)新型コロナ対策 今こそ積極的検査体制を! 医療知識ある専任広報官設置! コウロウ イマ セッキョクテキ ケンサ タイセイ イリョウ チシキ センニン コウホウカン セッチ		接触者は全員、出張やボランティア等社会活動にも検査を！ セッショクシャ ゼンイン シュッチョウ トウ シャカイ カツドウ ケンサ

										20200819厚労委-検査		2				20200819厚労委						医療知識ある専任広報官設置し説明して欲しい！ セツメイ ホ





































































Sheet1

				20171124厚労委、20180330厚労委

				20180215予算委員会（厚労相）

				20180215予算委員会（厚労相）

				20180215予算委員会（石井啓一国交相）

				20180215予算委員会（法務相）

				20180226予算委員会第８分科会（国交省）

				20180226予算委員会第８分科会（国交省）

				20180226予算委員会第8分科会（国交省）

				20180226予算委員会第8分科会（国交省）

				20180226予算委員会第８分科会（国交省、林野庁）

				20180316地方創生委

				20180316地方創生委

				20180316地方創生委

				20180323厚労委

				20180323厚労委

				20180327文科省内定

				20180330厚労委

				20180330国交省H30年度箇所付け新居浜11.7億円

				20180330国交省選定

				20180330衆議院本会議

				20180508衆議院事務総長

				20180508衆院事務総長室議員立法提出、20180509厚労委議員立法趣旨説明、20180511厚労委、20180531衆議院本会議働き方改革法案討論

				20180608本会議健康増進法改正案に対する代表質問

				20180615地方創生委

				20180615地方創生委

				20180619衆院事務総長に議員立法提出

				20180706厚労委、20190312厚労委

				20180719災害対策特別委員会

				20181121厚労委参考人質疑

				201812第197回臨時国会質問主意書88,89,90

				201812第197回臨時国会質問主意書96

				20181205厚労委

				20181205厚労委

				20190227予算委員会第4分科会

				20190227予算委員会第4分科会


				20190319地方創生委

				20190319地方創生委

				20190410厚労委

				20190410厚労委

				20190419厚労委

				20190419厚労委

				20190419厚労委

				20190419厚労委

				20190419厚労委

				20190419厚労委

				20190425地方創生委		20190425地方創生委

				20190425地方創生委

				20190425地方創生委

				20190517厚労委		20190517厚労委

				20190517厚労委

				20191030厚労委		20191030厚労委

				20191030厚労委

				20191030厚労委

				20191030厚労委

				20191030厚労委

				20191112地方創生委		20191112地方創生委

				20191112地方創生委

				20191112地方創生委

				20191112地方創生委

				20191112地方創生委（地方創生相）

				20191119地方創生委		20191119地方創生委

				20191119地方創生委

				20191122厚労委		20191122厚労委

				20191122厚労委

				20191122厚労委

				20191122厚労委

				20200225予算員会第7分科会（経産）		20200225予算委7分科会（経産） イ

				20200225予算員会第7分科会（経産）

				20200225予算員会第7分科会（経産）

				20200306厚労委		20200306厚労委

				20200306厚労委

				20200306厚労委

				20200306厚労委

				20200319地方創生委		20200319地方創生委

				20200319地方創生委

				20200319地方創生委

				20200407地方創生委		20200407地方創生委

				20200407地方創生委

				20200407地方創生委

				20200407地方創生委

				20200414厚労委		20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200414厚労委

				20200424厚労委		20200424厚労委

				2020厚労委

				2020厚労委





Sheet2

				20190419厚労委		自社の労働者が、他社の従業者によってハラスメントを受けた場合の救済を！

				20190419厚労委		フリーランス・就活生へのセクハラを救済できるように！

				20190419厚労委		カスタマーハラスメント規制強化を！ キセイ キョウカ

				20190419厚労委		男性の家事、子育て分担の後押しを！ ダンセイ カジ コソダ ブンタン アトオ

				20190425地方創生委		公民館の議員による集会利用確保
筆頭理事として付帯決議で政治利用も可であることを確認 カクホ

				20190425地方創生委		ソーラーパネルの廃棄に新たな規制導入を！家電リサイクル料金設定を変え不法投棄抑制を！ アラタ キセイ ドウニュウ セッテイ カ ヨクセイ

				20190425地方創生委		放課後児童クラブの指導員を民間給与準拠にすべき！

				20190517厚労委		児童虐待防止親支援（養育費を確実にする）にまでつなげよ！ カクジツ

				20190517厚労委		雇用保険加入条件と給付条件の異なる問題解決を！
→2020法改正で解決に結びつけました！ ホウカイセイ カイケツ ムス

				20191030厚労委		非正規自治体介護士の処遇改善を！ ヒ セイキ ジチタイ カイゴシ

				20191030厚労委		国民健康保険料算定で資産割は金融資産を入れないなら無い方が公平だ！ リョウ サンテイ シサン

				20191030厚労委		化学プラント従事者への特定最低賃金を！ サイテイ チンギン

				20191030厚労委		温熱療法の保険適用条件の周知を！

				20191030厚労委		将来世代の年金減少を犠牲にした在職老齢年金見直しはやめるべき！ ギセイ

				20191112地方創生委		伊予三島駅川之江駅のバリアフリー化エレベーター設置に補助を！ セッチ ホジョ

				20191112地方創生委		水源の森林が外国人に買われていないか？

				20191112地方創生委		新居浜高専など高専予算の増額を！
運営交付金６６７億円に。前年（６２６億円）比実質約４２億円増加！

				20191112地方創生委		点字ブロックの一斉点検を！

				20191112地方創生委（地方創生相）		新幹線次は四国の番だ！
四国の交通ネットワーク維持の為「地方創生の根幹と認識」「ですから、ぜひ、力を合わせて、将来に希望を持って前向きに取り組んでいけるように、可能な後押しをさせていただきたい」（北村大臣） ツギ シコク バン

				20191119地方創生委		地域事情に応じて農地購入の制限（５０ａ(５反)）緩和を！ チイキ ジジョウ オウ

				20191119地方創生委		合併浄化槽の維持負担減を！広島方式で ガッペイ ジョウカソウ イジ フタン ゲン ヒロシマ ホウシキ

				20191122厚労委		西条市立周桑病院を再編検討先にしてはダメだ！地域の大事な病院だ！ チイキ ダイジ ビョウイン

				20191122厚労委		地方のひきこもり・不登校児への支援専門家が出向いて相談を！ センモンカ

				20191122厚労委		基礎年金も非課税に！

				20191122厚労委		障がい基礎年金の増額を！

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		CNF（セルロースナノファイバー）の量産化への支援強化と知財の啓発を！ ケイハツ

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		海洋分解性レジ袋202007有料化除外と国際的アピールを！ コクサイ テキ

				20200225予算員会第7分科会（経産） イン カイ ダイ ブンカカイ ケイサン		買い物弱者対策としての移動販売への国の支援を！ カ モノ ジャクシャ タイサク クニ シエン

				20200306厚労委		保育園の入園条件は地方では緩和すべき！

				20200306厚労委		春節に中国人観光客が湖北省以外からにせよ大勢来日し、日本での感染拡大を許してしまった可能性大。水際対策の徹底を！ ニホン カンセン カクダイ ユル カノウセイ ダイ ミズギワ タイサク テッテイ

				20200306厚労委		日本の学校の入学、新学期の月を９月に！春休み時期以降も休校を継続せざるを得ないし、受験時の風邪、インフル等罹患の不公平を減らし、国際標準でもある９月にするべき！ ガツ カゼ

				20200306厚労委		インフルエンザ治療薬「ファビピラビル（アビガン）」について、新型コロナウイルスに対する効果検証の状況は？国民的関心事なのでこまめに発信を！ コクミンテキ カンシンジ ハッシン

				20200319地方創生委		オレオレ詐欺の刑はより重くするべき！

				20200319地方創生委		高齢者の保険契約締結で保険会社の責任を重くすることを法定するべき！

				20200319地方創生委		コロナ対策セーフティーネット保証・融資の経営者連帯保証なしの原則化を！

				20200407地方創生委		スーパーシティ法案事業者との関係、経過は透明に！

				20200407地方創生委		入進学を９月に移行すべき！！(20200306厚労委質問をさらに追及） シツモン ツイキュウ

				20200407地方創生委		休校のお願いと、同時にオンライン授業を、特に受験のある高校３年生での優先的な早急の導入を！

				20200407地方創生委		新型コロナ以外の患者の受診について、遠隔診療を初診から全面的に認め、診療報酬も引き上げるべき！

				20200414厚労委		雇用調整助成金の緊急対応期間は６月まででなく、１２月とするべき！ コヨウチョウセイジョセイキン

				20200414厚労委		雇用調整助成金で自営業者の家族労働者も対象とすべき！

				20200414厚労委		派遣社員も雇用調整助成金を申請するよう指導すべき！ ハケン シャイン コヨウチョウセイジョセイキン

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」コロナで出費が増えて「実質収入減」も含めるべき！ セタイ マンエン キュウフ

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」７月以降も対象に！一回だけではなく、連続的、定期的な給付にすべき！ セタイ マンエン キュウフ

				20200414厚労委		「世帯３０万円給付」年金生活者も対象に！ セタイ マンエン キュウフ ネンキン セイカツシャ タイショウ

				20200414厚労委		借り入れを増やすのではなく、まず借り入れの返済猶予を！

				20200414厚労委		リスケ先がコロナ融資で弁済計画変更になる場合も金融庁は柔軟に扱うべし サキ バアイ キンユウチョウ ジュウナン アツカ

				20200414厚労委		アビガン錠は他国で症例結果が出ているので政府が治験を支援し緊急の薬事承認すべきではないか！(20200306厚労委をさらに追及) ツイキュウ

				20200414厚労委		骨髄移植後のワクチン再接種は国として制度化すべき！ クニ

				20200414厚労委		介助犬のさらなる普及を！

				20200424厚労委		基礎年金を実質減らさないような制度変更すべき！
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